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 『スポーツ安全保険』のご案内

 平成23年度のスポーツ安全保険
の加入受付が３月１日より始まり
ます。アマチュアのスポーツ・文
化・ボランティア活動などで５人
以上の団体を対象として、経路往
復中も含めた団体活動中の傷害事
故および賠償責任を負う事故を補
償するものです。
　また、急性心不全などの突然死
に対して葬祭費用をお支払いし
て、団体員が安心して活動できる
ようにするためにつくられた、営
利を目的としない互助共済的な補
償制度です。万一に備えて、加入
しましょう。

加入区分・掛金
①子ども（中学生以下）　
 団体活動全般
   （団体活動のみ）　　　　600円
   （個人練習含）　　　　1,150円
②大人（高校生以上）
 文化活動など　　　　　600円
 スポーツ活動・指導　1,600円
 少年スポーツ指導　　1,100円
③65歳以上
 スポーツ活動　　　　　800円
④全年齢
 危険度の高いスポーツ活動
　　　　　　　　　　　 9,000円
対象となる事故
 団体活動中の事故
 経路往復中の事故
受付期間　３月１日
　　　　　　～平成24年３月30日
保険期間　４月１日
            ～平成24年３月31日
※４月１日以降の申込みは、加入    
  手続日の翌日から有効
　  財団法人スポーツ安全協会
      石川県支部?076-225-1851
　　　スポーツ振興課?53-8436

 日本経済新聞に
　　　　　　　「等伯」が長期連載

　安土桃山時代から江戸初期にか
けて活躍した、七尾出身の絵師・
長谷川等伯。国宝中の国宝とも称
される「松林図屏風」を描いた等伯
の波乱に満ちた生涯が、日本経済
新聞（朝刊）に連載されています。
歴史的事件を交えながら描き出さ
れる等伯の姿とは。
　ふるさと七尾が生んだ郷土の誇
り、画聖・長谷川等伯の生涯をお
楽しみください。
■連載期間　１月22日から毎日掲
　　　　　　載中
■閲覧できる場所
　市役所１階市民ロビー、ミナ．
クル２階健康福祉部ロビー、市内
図書館(中央・本府中・田鶴浜・
中島)
  　文化振興課　?66-2325

　競争入札参加資格（建設工事）
      における主観的事項の受付

 平成23年度競争入札参加資格（建
設工事）における主観的事項につ
いて受付を行っています。
■受付期間　
　２月１日（火）～２月28日（月）
■対象者　　
　平成23年度七尾市競争入札参加
資格審査申請書を提出した市内Ⅰ
または市内Ⅱの建設工事業者

　　総務課　?53-1118

　ちょっと一息
 　　「いきぬきサロン」のご案内

■日時　２月14日（月）
　　　　10：00 ～ 11：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　保健センター
■内容
　心理士、保健師、メンタルヘル
スボランティア花の会が、心が
ちょっと重い方に、少し気持ちを
ほぐし、心のケアをするサロンで
す。
■費用　無料（申込不要）
　　健康推進課　?53-3623

　国際ソロプチミスト能登　様
       ありがとうございました。

 チャリティーバザーの収益金の
一部を、子育て支援のためにと10
万円が寄付されました。

 低賃金の改正

 石川県内の 低賃金が、次のとお
り改正されました。 低賃金より
低い賃金で労働者を使用すること
はできません。
○地域別 低賃金≪時間額≫
　（県内の全ての労働者に適用）
　　　　石川県 低賃金　686円

○特定（産業別） 低賃金
　　　　　　　　　　≪時間額≫
繊維工業　　　　　　（716円）
機械器具製造業　　　（811円）
自動車製造業　　　　（811円）
電気機械器具製造業　（754円）
百貨店、総合スーパー（766円）
★詳細については、石川労働局ま
　たは 寄りの労働基準監督署に
　お尋ねください。

　　石川労働局　?076-265-4425

　平成23年度国民年金
                  保険料の全納

　国民年金保険料の前納( １年
分)を希望する方は、次の手続きを
お願いします。
■口座振替の場合
　２月28日(月)までに七尾年金事
務所または市民課国民年金窓口で
申請してください。
※以前に口座振替（１年前納）の申
　請をして現在も継続して口座振
　替している方は申請不要です。
■納付書の場合
　４月中に日本年金機構から送付
される納付書（1年分前納用）によ
り、金融機関またはコンビニエン
スストアで４月末日までに保険料
を納めてください。
　　市民課　　　　　?53-1265
    七尾年金事務所　?53-6511
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 特定健診を追加で実施

  特定健診を追加で実施します。
平成22年度まだ受診されていない
あなた、ぜひこの機会をお忘れな
く受診ください!!
■日時　２月20日(日)
　　　　９：00 ～ 11：00
■場所　中島健康福祉センター
　　　　　　　　　　　すこやか
■当日持参するもの
特定健診受診券・問診表
七尾市国民健康保険被保険者証

※七尾市国保加入者以外の方へ
特定健診受診機関に「石川県予
防医学協会」が指定されている
各医療保険者にご加入の方も受
診できます。ただし、受診券と
医療保険者証が必要です。お持
ちいただかない場合は受診でき
ません。受診券の再発行につい
ては、ご加入の各保険者までお
問い合わせください。

※がん検診は実施しておりません。
　　保険課　?53-8420

　持ち込みごみ処理手数料が
                  変更されます。

　農業委員会委員選挙人名簿の
　縦覧 　平成23年１月１日現在

 ４月１日から、ななかリサイクル
センターおよび中央埋立場に搬入
する持ち込みごみ処理手数料が、
下記のとおり改正されます。
 家庭系持ち込みごみ処理手数料
10kgまでごとに100円を加える。
 事業系持ち込みごみ処理手数料
10kgまでごとに200円を加える。
　　ななかリサイクルセンター
                     ?68-3200

 農業委員会委員選挙人名簿を関
係人の縦覧に供します。
■縦覧期間　２月23日（水）～
                ３月９日（水）
■縦覧時間　８：30 ～ 17：00
■縦覧場所　選挙管理委員会
■持物　本人確認できる公的証明      
        書類（運転免許証など）
※土・日曜日に縦覧を希望する場
  合は、あらかじめご連絡下さい。
　　選挙管理委員会事務局
         （総務課内）　?53-1111

能登和倉万葉の里マラソン2011能登和倉万葉の里マラソン2011
　募集題材　
能登和倉万葉の里マラソン2011の      
行事全般
１．ランナーの表情、走る姿　　
２．観戦者の応援する姿
３．ボランティアする方の姿
４．大会会場やコース沿道の魅力
 応募方法
サイズ　４つ切り～ワイド４つ切り
出品点数　１人３点まで
応募資格　プロ、アマ問わず
応募締切　３月25日（金）
           ※当日消印有効
※応募要項を必ずご覧になってか
　ら応募ください。
　入　賞
入賞作品には賞状および七尾市の
特産品を贈呈します。

 市内保育園児による応援メッ
セージと市内小学生によるマラソ
ン川柳入りのぼり旗を展示してい
ます。子どもたちからの温かい
メッセージをご覧ください。
　展示期間　３月３日（木）まで
　　　　　　９：00 ～ 21：30
　場　所　七尾サンライフプラザ
　休館日　毎週月曜日　
　　　　　２月11日（金・祝）
※大会当日は大会会場周辺に展示
　します。

　日　時　３月13日（日）雨天決行
　受　付　８：00 ～９：30
　スタート　10：00
　参加費　大人1,500円
         （小学生以下100円）
※小学生以下は
  保護者同伴とします。
　コース　13ｋｍ・５ｋｍ
　参加賞　スポーツタオル
        カキ鍋、カキ貝
※小学生以下はカキ鍋のみ
※当日も受付しますので、お気軽  
  にご参加ください。
　　　七尾ウォーキング協会
                                     ?53-2190

フォトコンテスト2011フォトコンテスト2011

応援メッセージ応援メッセージ

能登和倉万葉の里ウォーク2011能登和倉万葉の里ウォーク2011 関連イベント関連イベント

　　スポーツ振興課　?53-8436

七尾市職員として16年間勤務
後、昭和38年から３期12年間にわ
たり七尾市議会議員として在職。

市職員としての経験を生かし、
当選時に県下でも弱かった労働組
合の強化に努め、労働者の待遇改
善に尽力。また、西湊地区内にあっ
たごみ処分場問題では、その解決
に向けて力を発揮した。

議員退職後は、昭和59年に合併
した七尾中央農協（現能登わかば
農協）ネギ部会長として、当時特産
品になりつつあったネギの栽培
にいち早く取り組み、他の模範と
なった。
「いい先輩に恵まれ議員の職を

務められた。ただただ感謝するば
かり」と受章の喜びをかみしめる。

高　齢　者　叙　勲
(旭日単光章)
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