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 リヤカーマン　宮地広幸が七尾にやって来る !
 　　　　　　　　　　～アジアの子どもたちの笑顔のために！～ 映画　葦牙（あしかび）

ここには本当の教育がある！！
　11月は児童虐待防止推進月間。
児童養護施設『みちのくみどり学
園』に入所している７割の子ども
たちが虐待を受け、親元から離れ
集団生活を営な
む。その様子を
描いたドキュメ
ンタリー映画。
■日時　11月６日（日）
　　　13：00開場、13：30上映
■場所　サンビーム日和ヶ丘
■入場料　無料
　子育て支援課　☎53－8445

木製プランター貸出中！
　 花 や 緑 で
いっぱいの温
もりあるまち
づくりを推進するため、木製プラ
ンターを貸出しています。
■対象者　町会、地域環境美化活
　　　　　動グループなどの団体
■費用　無料（５年間貸出後に
　　　　無償譲渡します）
　　　農林水産課　☎53－8422

10月17日（月）～ 23日（日）は
行政相談週間です
　行政相談委員は行政に対する意
見・要望などを受けて、関係行政
機関と協力し問題解決を図るな
ど、住民と行政のパイプ役を果た
しています。お気軽にご相談くだ
さい。（相談無料・予約不要）
　七尾市の行政相談委員（敬称略）
　釜井文雄（中島町）
　木本峰生（西藤橋町）
　濱　和子（田鶴浜町）
　春木　憲（桧物町）
　千場恵美子（能登島閨町）
　七尾市行政困りごと相談
市民相談のページをご覧ください。
　行政苦情110番
専用電話：0570－090110
　市民男女協働課
　　　　　　　　 ☎53－1112
　　総務省石川行政評価事務所
　　　　　 ☎076－222－5232

河川におけるサケ（鮭）の
　　　　　　採捕は禁止です！

子ども手当制度が変わります
（平成24年2月支給分から）

　河川でのサケ（鮭）の採捕は、水
産資源保護法により禁止されてい
ます。サケが河川に帰ってくるの
は、市民の皆さ
んが河川の環境
保持に努めてき
た結果です。北
の海から長い旅
を経て戻ってき
たサケを、どう
か温かく見守っ
てください。
　農林水産課　☎53－8422

　10月分から平成24年３月まで
の支給月額は下記のとおりです。
○支給月額
　３歳未満（一律）　　 15,000円
　３歳～小学生
　　（第1子・2子）　　 10,000円
　　（第3子以降）　　　15,000円
　中学生（一律）　　 　10,000円
○一部支給要件などが変わるため
　新たな申請が必要です。（個別通
　知を行う予定です）
　子育て支援課　☎53－8445

　リヤカーで日本一周する旅に出ているリ
ヤカーマンこと宮地広幸さん。宮地さんは、
ネパールのストリートチルドレンの現状を
１人でも多くの人に知ってもらうため、リヤ
カーを引きながら旅をしています。リヤカー
に積んでいるエベレストコーヒーや岩塩を
販売し、売り上げはネパールのストリートチ
ルドレンたちのために寄付します。
　その宮地さんが10月21日（金）から２日間、七尾市にやってきます（9月下旬
は東北にいました）。見かけたら、応援してください。のじマーケットでは、宮
地さんを応援するために、コーヒーや岩塩を販売しています。ぜひ、お越しく
ださい。

　のじマーケット開催日
■日時　10月23日（日）８：00～ 15：00
　　　　11月27日（日）８：00～ 13：00
■場所　御祓川大通り付近
　のじマーケット　三山☎090－4689－9574

 むし歯予防健診　　～歯みがきの習慣を身につけよう～
■日時　10月31日（月）12：45～ 13：45
　対象　平成20年４月～平成21年３月生まれ
■日時　11月８日（火）12：45～ 13：45
　対象　平成19年４月～平成20年３月生まれ
■日時　11月29日（火）12：45～ 13：45
　対象　未就学児で、上記２日間に参加できなかった人
※対象児に兄弟がいる場合は、同日に参加できるように
　配慮します。
■場所　七尾サンライフプラザ　保健センター
■内容　歯科診察、歯みがき指導、フッ素塗布
■必要な物　母子健康手帳、歯ブラシ
■自己負担金　400円（生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は無料）
■申込方法　１週間前までに電話でお申し込みください。
　健康推進課☎53－3623
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七尾城跡発掘調査講演会浄化槽の適切な管理を！
■日時　11月13日（日）
　　　　　　13：30～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　視聴覚室
■内容　『七尾城下町の発掘調査
　　　　から見えるもの』
■講師　中屋克彦氏（財）石川県埋蔵
　　　　文化財センター専門員
発掘調査パネル展示
■展示日時　11月５日（土）
　　　　　　　　　～ 13日（日）
　　　　　　９：00～ 17：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　七尾城址文化事業団
　　　　　　　　　☎53－6674

きのこによる食中毒に
 　　　　気をつけましょう！
　秋の行楽の季節
が到来し、きのこ
狩りを楽しむ人も
多いと思います。
しかし、天然のき　　ドクササコ（毒キノコ）
のこには有毒な種類が数多くあ
り、色や形などの見かけで判断す
ることは素人では非常に難しいも
のです。
　石川県内では過去５年間にきの
こによる食中毒が１２件発生し、
その多くは自ら採取したきのこに
よるものや、知人などから譲り受
けたきのこによるものです。
　食用と判断できないきのこは絶
対に「採らない」、「食べない」、「人
にあげない」、「販売しない」ように
して、きのこによる食中毒を未然
に防止しましょう。
　能登中部保健福祉センター
　　　　　　　　　☎53－2482

　公共用水域の汚濁の多くは、家
庭からの排水が原因です。家庭排
水は、下水道処理以外では、浄化槽
で処理することになっています。
　排水によって側溝や河川などが
汚染されないように適切な管理を
しているか確認しましょう。
　浄化槽の維持管理
　微生物が働きやすいように、保
守点検および清掃をしましょう。
　浄化槽の法定検査
　浄化槽の保守点検や清掃が適切
に行われているか、定期的に検査
を受けましょう。
　能登中部保健福祉センター
　　　　　　　　　☎53－2482
　検査機関（社）石川県浄化槽協会
　　　　　 ☎076－241－7781

石油暖房器具の収集
　４月、５月、10月、11月に限り、
石油暖房器具（石油ストーブ、ファ
ンヒーターなど）を「金物類」の指
定日に収集しています。
　石油暖房器具を出す際には、以
下の点にご注意ください。
　①灯油は全部抜き取る
　タンクが空になっていても、本
体に灯油が残っている場合があり
ます。付属のスポイトなどで完全
に抜き取ってください。
　②乾電池は取り外す
　不要な乾電池は、ごみカレン
ダー「乾電池など」の指定日に出
してください。
　環境安全課☎53－8421

 目指せ！ななおマイスター♪やってみよう！『七尾検定』　４択編

　今回のテーマは「祭り・信仰」です。中級・上級編です。
Ｑ１．能登島の秋祭りは、17日間あります。最初に秋祭りが始まるのは
　　　どこの集落でしょう。
　　　①向田　　　②野崎　　　③半浦　　　④島別所
Ｑ２．大工などの職人同士が集まり、歴史上の人物の命日などにお参り
　　　をする信仰を何というか？
　　　①花祭り　　②伊勢講　　③太子講　　④千日参り
※答えは広報誌のどこかにあります。　　 　文化財課　☎53－8437

高齢者インフルエンザ予防接種
～うがい・手洗い・予防接種！～
■接種期間
　10月15日（土）～
　　　　　　　　12月20日（火）
■対象者　七尾市に住民票がある
　人で、次の①または②の要件を
　満たし、本人が予防接種を希望
　する人
①満65歳以上の人
②満60歳～ 65歳未満で心臓・腎
　臓・呼吸器の機能の障害または
　ヒト免疫不全ウイルスによる免
　疫機能に障害を有し、身体障害
　者手帳１級をお持ちの人。
　※接種券を発行しますので、手
　帳を持って、保健センターまで
　お越しください。
■費用　1,200円
■接種方法　七尾市指定医療機関
　　　　　　にて１回接種
■注意事項　新型インフルエンザ
が季節性に移行したことによ
り、助成の対象が従来の65歳
以上となりました。
　健康推進課　☎53－3623

いしかわ教育ウィーク学校公開
■日時　11月５日（土）
■場所　七尾高等学校
■内容
　授業公開
　１限　８：35～ ９：35　 
　２限　９：50～ 10：50
　３限　11：05～ 12：05　　
（２年生の３限はキャリア教育講
演会）　
　アトリウムコンサート
合唱および語りと音楽
14：30～ 15：00　
　茶道部による茶会
15：00 ～ 16：00　
　子ども向けの楽しい科学実験
14：30 ～ 16：00
　天文ドームでの天体観察会
17：30 ～ 19：00　
　「天体観察会」は、天候などの理
由により予告なく中止する場合が
あります。
　　　七尾高校　☎52－3187




