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　国民年金の第１号被保険者で学
生の人は、在学期間中は国民年金
保険料の納付が猶予される学生納
付特例制度を申請できます。
【国民年金学生納付特例制度の適
用を受けて引き続き同校に在学し
ている場合】　　　　　　　　　
　申請書(ハガキ)が送付されます
ので申請書に必要事項を記入して
返送してください。
【平成23年度、まだ申請をしていな
い場合】
　平成24年４月中であれば平成
23年度と平成24年度の２年度分
の申請ができます。
※平成24年５月以降は平成24年   
    度のみの申請となります。
■必要書類　在学証明書の原本
　　　　　　または学生証の写し
　　　　　　年金手帳・印鑑　
　　　七尾年金事務所
                     ☎53－6511
　　　市民課　☎53－1265

　こころの健康と多重債務などの
困りごと相談会の開催

森林の所有者届出制度が４月か
らスタートします

　３月は自殺対策強化月間です。
精神科医師によるこころの健康
相談や司法書士による法律相談
を行いますので、お気軽にご相談
ください。個別相談（要予約）は
個室対応です。
■日時　３月18日（日）
               13：00 ～ 17：00
■場所　パトリア１階特設会場
■内容　
    ①こころの健康相談
    ②司法書士による法律相談
     （多重債務、借金問題など）
    ③自殺予防パネルの展示、啓発     
        グッズの配布など
■費用　無料
■申込方法　個別相談は２日前
までに電話でお申し込みくだ
さい。

石川県こころの健康センター
　　　　　 ☎076－238－5761
　

国民年金学生納付特例制度水道メーターの確認を！スポーツ安全保険
　ご家庭内の水道管の破損などに
よる漏水にご注意ください。
　メーターを通った水は、基本的
にお客様のご負担となりますの
で、定期的に水道メーターの確認
をしてください。
■■■漏水の確認方法■■■
①家庭内の水道蛇口を全部閉める
②水道メーター内のパイロット
　（銀色の羽根車）が回っているか
　確認
⇒パイロットが回っていれば、ご
　家庭内のどこかで水が漏れてい
　ます。

■■■漏水を発見したら■■■
　七尾市指定給水装置工事事業者
へ漏水箇所の確認と修繕を依頼し
てください。
　料金業務課　☎53－8431

　昨年４月の森林法改正により、
今年４月以降、森林の土地の所有
者となった人は市町村長への事
後届け出が義務付けられました。
■届出対象者
　個人・法人を問わず、売買や相
続などにより森林の土地を新た
に取得した人は、面積に関わらず
届け出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく
土地売買契約の届け出を提出し
ている人は対象外です。
■届出期間
　土地の所有者となった日から
90日以内に、取得した土地のある
市町村の長に届け出をしてくだ
さい。
　農林水産課　☎53－8422
　石川県中能登農林総合事務所
　　　　　　　　☎52－6600

スポーツ安全 検索

パイロット

14広報ななお

　平成24年度のスポーツ安全保
険の加入受付が３月１日から始ま
りました。アマチュアのスポーツ・
文化・ボランティア活動など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
（変更になりました）
①子ども（中学生以下）
　・団体活動全般
　　団体活動のみ　　　　800円
　　個人練習含む　　　1,450円
②大人（高校生以上）
　・文化活動など　　　　800円
　・スポーツ活動・指導1,850円
　・少年スポーツ指導　1,300円
③65歳以上
　・スポーツ活動　　　1,000円
④全年齢
　・危険度の高いスポーツ活動
　　　　　　　　　　11,000円
　対象となる事故
　・団体活動中の事故
　・経路往復中の事故
　保険期間
　４月1日～
　　　　　平成25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です。
※申し込みは、随時行っています
　ので、お気軽に申し込みくださ
　い。

（財）スポーツ安全協会石川支部
　　　　　☎076－268－3100
生涯学習スポーツ課
　　　　　☎53－3661
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ケーブルテレビななお
　　チャンネル変更（Ｃコース）
　ケーブルテレビななおのＣコー
スのチャンネルが、番組配信会社
の都合により４月1日から一部変
更になります。
　変更チャンネル
　「ザ・ゴルフチャンネル」
　　　　　　↓
　「ゴルフネットワーク」
　廃止チャンネル
　スター・チャンネル１（有料）
　スター・チャンネル２（有料）
　スター・チャンネル３（有料）
　フジテレビＯＮＥ（有料）
　フジテレビＴＷＯ（有料）
　ケーブルテレビ推進室
　　　　　　　　　☎53－8699

不用品活用銀行
　◇ゆずります
ベビーカー、スキー板５組、スキー
ストック２組、革靴（24.5㎝）
　◇ゆずってください
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歳から使えるもの）、こ
たつ布団一式（長方形型）
※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

鹿島郡共通商品券の
　　　　　利用が終了します！

下水道供用開始地区では
　　　早期に下水道への接続を

住まいが変更になったら届出が
必要です（転入・転出・転居）

　３月から開始地区
    万行町・西藤橋町・矢田町　
    大和町の各一部
　一日も早い接続を
   上記工事完了地区では、早期に
下水道への接続をお願いします。
住みよい生活環境を整え、七尾湾
や河川などの水質保全を図るため
に、皆さんのご理解・ご協力をお
願いします。
　下水道課　☎53－8466

■届出期間　
　異動してから14日以内　
　※転出届は転出の14日前から
　　申請できます。
■届出場所　市民課　ミナ．クル
　　　　　　各市民センター
■持ち物　　認印、来庁者の本人
確認書類（運転免許証、保険証な
ど）、国民健康保険被保険者証、
介護保険被保険者証、後期高齢
者医療被保険者証など（加入者）
　市民課　☎53－8417

　平成９年よりご利用いただいて
おりました「鹿島郡共通商品券」は
３月31日（土）で終了します。お
持ちの人は期間内にご利用くださ
い。

※「中能登共通商品券（期限付き）」
　と「ささゆり商品券」は引き続き
　利用できます。
　能登鹿北商工会☎66－0001
　　中能登町商工会☎76－1221

『市民公開講座 in なかじま ー認知症の診断と治療・予防ー』

平成 24年度　定期狂犬病予防注射日程

　認知症治療の最新情報や予防をテーマとした市民公開講座を開催しま
す。
　予約不要・入場無料です。皆さんのご来場をお待ちしています。
■日時　３月18日（日）　10：00～ 11：45（９：30開場）
■場所　能登演劇堂
■プログラム
　【講演】「認知症の診断と治療の最新情報」
　　　　　　山田　正仁氏（金沢大学教授）
　【講演】「認知症になりやすい人は？～認知症の危険因子について～」
　　　　　　浜口　毅氏（金沢大学）
　【演劇】「中島おたっしゃ劇場
　　　　　　～もの忘れがあってもなかじまで暮らしたいわいね～」
　　　　　　七尾市地域包括支援センター
　金沢大学神経内科（担当：堂本・柚木・米原）☎076－265－2292

４月８日（日） ４月13日（金） 田鶴浜市民センター 13:00 ～ 13:40

青葉台町集会場 9:30 ～ 10:10 豊川公民館 9:30 ～ 9:50 旧・端保育所 13:50 ～ 14:10

若林町公民館 10:20 ～ 10:40 土川集会所 10:00 ～ 10:15 和倉温泉観光会館 14:20 ～ 15:00

JA能登わかば徳田支所 10:50 ～ 12:00 外原集会所 10:25 ～ 10:40 ４月15日（日）
城山体育館 13:20 ～ 14:00 熊木公民館 11:00 ～ 11:20 大泊地区集落センター 10:00 ～ 10:15

矢田町ふれあいセンター 14:10 ～ 15:00 釶打公民館 11:30 ～ 11:50 南大呑公民館 10:20 ～ 10:40

４月12日（木） 西岸公民館 13:10 ～ 13:30 北大呑公民館 10:50 ～ 11:10

半浦集会所 9:30 ～ 9:50 中島市民センター 13:40 ～ 14:00 崎山公民館 11:25 ～ 11:45

田尻集会所 10:05 ～ 10:25 笠師保公民館 14:15 ～ 14:35 三室町会館 11:55 ～ 12:15

閨集会所 10:40 ～ 11:00 塩津集会所 14:45 ～ 15:00 大田町集会所 13:40 ～ 14:10

曲集会所 11:20 ～ 11:40 ４月14日（土） 東湊公民館 14:20 ～ 15:00

鰀目集会所 13:00 ～ 13:20 高階公民館 10:00 ～ 10:30 ４月22日（日）
野崎集会所 13:30 ～ 13:50 相馬公民館 10:40 ～ 11:00 石崎福祉会館 9:30 ～ 10:10

向田集会所 14:05 ～ 14:25 旧.吉田保育園 11:10 ～ 11:30 西湊公民館 10:20 ～ 11:00

須曽集会所 14:40 ～ 15:00 金ヶ崎公民館 11:40 ～ 12:00 旧・中央図書館 11:10 ～ 11:50

七尾市役所 13:00 ～ 15:00

ご都合の良い日時に会場で受けてください。
  （都合が悪い場合は、25年３月までに必ず動物病院で受けてください)
◆予防注射料金：3,000円（当日の受付時に支払ってください）
◆登録手数料：3,000円（新たに登録する場合）

　環境安全課    ☎53－8421
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