
16広報ななお

I N FO RMAT I ON
情 報 ラ ン ド

第３回「ななお景観
　　　　フォーラム2012」開催

「認知症キャラバン・メイト
　　　　　　養成研修」開催！
　地域で暮らす認知症の人やそ
の家族を応援する「認知症サポー
ター」の養成講座の講師役「キャラ
バン・メイト」を養成する研修を
開催します。あなたの知識や経験
を活かし、地域に出向いて「キャラ
バン・メイト」として活動してみ
ませんか？
■日時　３月４日（日）
　　　　９：00～ 17：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　第24会議室
■受講対象者　七尾市内で年に数
　回「認知症サポーター養成講座」
　の講師をボランティアで行える
　人で、次のいずれかに該当する
　人
１認知症の家族を自宅で介護した
　経験がある人
２介護従事者（ケアマネージャー、
　施設職員など）
３医療従事者（医師、看護師など）
４民生児童委員
５ボランティアなど
■申込期限　２月20日(月)
■その他　申込用紙は七尾市ホー
　ムページからダウンロードでき
　ます。

　福祉課　☎53－8463

雇用保険の資格取得届・資格喪
失届の提出はしましたか？
　加入要件（１週間の所定労働時
間が20時間以上、31日以上の雇
用見込みがあることなど）を満た
す従業員を雇用した際には、雇
用保険被保険者資格喪失届をハ
ローワークに提出する必要があ
ります。
　労働保険料の申告納付のみで
はなく、従業員一人一人の雇用保
険の資格取得・喪失手続きが必
要ですので、手続き漏れがないか
ご確認ください。
　なお、手続きにあたっては、出
勤簿などの確認書類が必要とな
ります。
　ハローワーク七尾☎52－3255

　昨年「能登の里山里海」が世界農
業遺産に登録されました。
　そこで、自然豊かな七尾らしい
景観づくりをテーマに景観フォー
ラムを開催します。入場は無料で
す。お気軽にご参加ください。
■日時　２月19日（日）13：30～
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　２階　視聴覚室
■定員　100人
■プログラム
  第２回「ななお景観賞」表彰式
　基調講演
　講師　赤石大輔氏
　　　　（NPO法人能登半島お　
　　　　らっちゃの里山里海研　
　　　　究員）
　パネルディスカッション
　コーディネーター
　　鍔

つば

　隆弘氏
　　（金沢美術工芸大学教授）
　都市建築課　☎53－8469

『膝腰らくらく教室』開催
　元気なときから心身の老化を
防ぐ生活“介護予防”はじめません
か。
　第１回
■日時　２月16日（木）
　　　　13：30～ 15：00
■講師　毛利良彦氏
　　　　（恵寿総合病院整形外科
　　　　科長）
■演題　「膝痛・腰痛予防」
　第２回
■日時　３月１日（木）
　　　　13：30～ 15：00
■講師　元橋美津子氏
　　　　（健康運動指導士）
■演題　介護予防体操
　　　「膝腰らくらく体操」
■対象　65歳以上の人
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　保健センター
■費用　無料
■申込期限　２月13日（月）
　健康推進課　☎53－3623

東日本大震災義援金のお礼
　大震災で被災された方々に対
し、市民の皆さんから多くの義援
金をお寄せいただいています。
　市民の皆さんの善意に心から感
謝申し上げます。
●義援金をいただいた人のご芳名
　　　　　　（敬称省略・順不同）
・坂井　悦夫
・琴城流大正琴能登琴静支部
　支部長 滝田静枝
・工口静蓉月社中
・NPO法人ぽっかぽか
・加賀屋七尾店
・カフェ カントリーロード
・春直呉服店
・公益社団法人七尾青年会議所
・鵬学園高等学校
・東雲高等学校・文化祭
・七尾高等学校
・田鶴浜中学校
・中島中学校生徒会・ＰＴＡ
・御祓中学校ボランティア委員会
　福祉課　☎53－8463

最低賃金の改正
　石川県内の最低賃金が、次のと
おり改正されました。最低賃金よ
り低い賃金で労働者を使用するこ
とはできません。
○地域別最低賃金≪時間額≫
　（県内の全ての労働者に適用）
石川県最低賃金　687円
○特定（産業別）最低賃金
≪時間額≫　　　　　　　　　
・繊維工業　　　（718円）
・機械器具製造業（815円）
・自動車製造業　（815円）
・電気機械器具製造業
　　　　　　　　　（758円）
・百貨店、総合スーパー
　　　　　　　　　（770円）
★詳細は、石川労働局または最寄
　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

石川労働局 検索
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落雷などでテレビが
　　映らなくなったときは？！
　ケーブルテレビななおに加入さ
れているお宅で、雷発生後などに、
テレビが映らなくなった場合、
ケーブルテレビの設備に不具合が
生じている可能性があります。お
気軽にご連絡ください。
　ケーブルテレビ推進室
　　　　　　　　　☎53－8699

『時のよそほひ』開催
～案山子に誘われて一度歩いて心
なごむ時を過ごしてみませんか～
　古き良き品などを展示します。
■日時　２月25日（土）
　　　　～３月４日（日）
　　　　９：00～ 18：00
■場所　中島商店街通り
　　　　（レトロな中島街並通り）
　石川弘風会笠間社中茶会
　皇風煎茶禮式石川弘風会笠間社
中によるひな祭りやあられ茶のお
もてなしがあります。
■日時　３月３日（土）
　　　　10:00 ～ 15:00
■場所　橋本佐輔氏宅
　　　　（中島町中島３－62）
■費用　100円
　花みずきの会　☎66－0072

不用品活用銀行
　◇ゆずります
学習机、婦人服（Ｍ、春・夏・冬
用）、婦人靴（22.5cm）、絵の具セッ
ト、ベビーカー、オルガン、三輪車、
東部中学セカンドバッグ（女）、ス
ノーボード、スノーボード用ブー
ツ（男、Ｍ）
　◇ゆずってください
子ども用自転車（補助輪付、女の子
用）、ベビーベッド、大人用自転車、
みなと保育園（制服・体操服・ベ
レー帽）、チャイルドシート（０歳
から使えるシート）
※電気製品は取扱不可
※登録期限は６カ月
※交渉の成立・不成立は必ず下記
までご連絡ください。
　環境安全課　☎53－8421

七尾市環境審議会委員募集
■募集人員　若干名
■任期　平成24年４月１日から
　　　　平成26年３月31日まで
■応募資格　20歳以上の七尾市
　在住の人で、環境保全に関心の
　ある人
■提出するもの
　「七尾市のこれからの環境保全」
について400字程度の作文を提出
してください。　　　
　（氏名・住所・連絡先を明記）
■申込期限　２月29日（水）
　郵送・メールでの提出も可
■その他　必要に応じて面談有

　環境安全課☎53－8421
　　　 anzen@city.nanao.lg.jp

国民年金保険料の納付は割引の
ある口座振替で！
　国民年金保険料の納付には口座
振替がご利用になれます。
　口座振替には、月々 50円割引さ
れる早割制度や、現金納付より割
引額が多い１年前納・６カ月前納
もあり、大変お得です。
　口座振替をご希望の人は、納付
書または年金手帳、通帳、金融機関
届出印を持参のうえ、ご希望の金
融機関または年金事務所へお申し
出ください。
　平成24年度の口座振替（１年前
納・６カ月前納）のお申し込みは
２月29日（水）までです。
　七尾年金事務所 ☎53－6511
　　市民課　☎53－1265

介護福祉士国家試験
　　（実技試験）受験準備講習会
■日時　２月25日（土）
　　　　９：30～ 16：00
■場所　青山彩光苑
■定員　30人（先着順）
■参加費　3,150円（テキスト代別）
■申込期限　２月17日（金）
※詳細はお問い合わせください。
　石川県社会福祉協議会
　　福祉人材センター
　　　　　 ☎076－234－1151

全国一斉！
　　　法務局休日相談所の開設
　法務局職員，公証人、司法書士、
土地家屋調査士、人権擁護委員が
登記・戸籍・国籍・供託・人権な
どに関する相談に応じます。

■日時　２月12日（日）
       　　 10：00 ～ 16：00
■場所　金沢地方法務局
　　　　（金沢新神田合同庁舎内）
■相談内容　
　登記　相続・遺言・売買・抵当
　　　　権抹消・土地境界・会社
　　　　など
　人権　いじめ・セクハラ・近隣
　　　　のトラブルなど
　戸籍国籍
　　　　婚姻・養子縁組・成年後
　　　　見・帰化など
　供託　給与の差押・家賃のトラ
　　　　ブルなど
■相談料　無料
※相談内容の秘密は厳守します。 
　金沢地方法務局総務課
　　　　　 ☎076－292－7810

七尾法律相談センターによる
　　　　　　　法律相談を実施
　毎週、木曜日に法律相談を開催
します。
■日程　　　　　　弁護士
　２月９日（木）　鈴木　到
　２月16日（木）　酢谷昌司
　２月23日（木）　多賀秀典
　３月１日（木）　菅井俊明
■時間　13：30～ 16：00
■場所　フォーラム七尾
■申込方法　相談前日までに電
　話でお申し込みください。
■申込定員　５人（先着順）
■相談時間　30分以内
■相談料　5,000円
※ただし、負担が困難な人で法律
　援助資力基準に該当の場合、１
　回のみ無料
※クレサラ相談は初回無料

　金沢弁護士会
　　　　　☎076－221－0242




