ピアノ大好きコンサート
■日時

12月16日㈰
10：00 ～ 15：00
■場所
七尾サンライフプラザ
■入場料 無料
七尾市公共施設管理公社
☎53-1160
  …  

㊗あい愛バザール
各種女性連絡協議会設立20周年記念
七尾市各種女性連絡協議会加入
12団体によるフリーマーケット。
■日時 12月16日㈰
10:00 ～売切れ次第終了
■場所 フォーラム七尾
フォーラム七尾 ☎52-5222
  …  

ひとり親家庭クリスマス会
親子や仲間でクリスマス会を一
緒に楽しみませんか？
■日時
12月22日㈯
10：00 ～ 14：00
■場所
七尾サンライフプラザ
■内容
ゲームやプレゼント交
換など
■参加費 １家族500円
■参加資格 ひとり親家庭の親子
■申込期限 12月20日㈭
子育て支援課 ☎53-8445
  …  

冬季休館のお知らせ
次の施設は、冬季間休館しま
す。この期間にご利用になりたい
人は、文化課までお問い合わせく
ださい。
■休館期間 ３月20日㈬まで
・蝦夷穴歴史センター
（能登島須曽町）
■休館期間 12月10日～３月11日
・七尾城史資料館・懐古館
（古屋敷町）
・能登国分寺展示館（国分町）
・祭り会館（中島町横田）
・明治の館（中島町外）
文化課 ☎53-8437

世界農業遺産「能登の里山里海」を走ろう！
能登和倉万葉の里マラソン2013 応援団＆大会ボランティア募集！！
■日時、内容
日

時

内

容

沿道応援団

平成25年３月10日㈰
10：00 ～ 17：00
うち３時間程度

沿道における楽器演奏、ダンスな
どによるランナーへの応援

大会ボランティア

平成25年３月10日㈰
７：00 ～ 17：00
うち４時間程度

ランナーへの給水・給食、会場周
辺でのランナーサービスなど

■条件

大会ボランティアは、活動日現在15歳以上の人（中学生は
参加不可）で、個人・団体（２～５人）単位。
交通費、その他報酬の支給はありません。
■申込方法 氏名（団体名）、住所、生年月日、性別、連絡先を事務局
まで連絡してください。
■申込期限 平成25年１月31日㈭
能登和倉万葉の里マラソン大会事務局（観光交流課内）☎53-8436
…

町会や地域を考えよう！
第４回まちづくり市民講座

あなたも能登演劇堂の舞台に!!
七尾市民劇団出演者募集

■日時

七尾市民劇団「劇団Ｎ」のメン
バーと一緒に、ミュージカル出演
のための練習をしませんか。
■日時 12月21日㈮
18：00 ～ 21：00
22日㈯・23日㈰
13：00 ～ 16：00
※１月から毎月３回程度の練習が
あります。
※全ての日に参加できなくてもか
まいません。
■場所 能登演劇堂
■公演日
平成25年８月30日㈮～
９月１日㈰【３回公演】
■対象 本番や練習に参加できる
小学生以上の人
■費用 無料
※申し込み期限はありません。

12月14日㈮
18：00 ～ 20：00
■場所 七尾市役所201会議室
■演題 協働のまちづくり
市民・町会・地域の役割
■講師 名古屋大学名誉教授
中田 實 氏
■内容 町会や地域に求められて
いることを話してもらい
ます。
■費用 無料 ※申し込み不要
市民男女協働課 ☎53-8633
  …  

イベント
交流だより

ジュニア・アート・ワールド
2012-2013
子どもたちが創作に励むワーク
ショップや、収蔵作品を紹介し、
作品をつくる喜びとみる喜びを感
じてもらう展覧会です。
■期間 平成25年１月６日㈰まで
■場所 高岡市美術館
（富山県高岡市）
高岡市美術館 ☎0766-20-1177

公益財団法人演劇のまち振興
事業団 ☎66-2323
広報ななお
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林業退職金共済制度
（林退共）のお知らせ
林業をしていたことはありませ
んか？
林退共制度に加入していたが、
退職金をまだ受け取っていない人
を探しています。
以前、林業の仕事をしていたが、
林退共へ加入していたのか、わか
らない人も調べています。
また、災害にあった共済契約者
や被共済者に対し、共済手帳の紛
失、退職金請求などの手続きをし
ます。
検索

林退共

独立行政法人勤労者退職金
共済機構
林業退職金共済事業本部
☎03-6731-2887

平成25年七尾市成人式（ケーブルテレビななお生中継！）
テーマ【未来へつなげる～感動・絆・感謝～】
『なかま（20歳の仲間が）なう（今、ここで）おーる（一つにまとまり）
光あふれる七尾の未来へ 希望をつなげよう』
■日時
平成25年１月13日㈰ 10：30 ～ 11：30
受付 ９：00 ～９：30
■場所
七尾サンライフプラザ 大ホール
■対象者 平成４年４月２日生から平成５年４月１日生まで
※住民登録のある新成人には、12月上旬に成人式および祝賀会の案内通
知が地域の公民館から届きます。
※住民登録がなくても七尾市成人式に参加できますので、お問い合わせ
ください。
生涯学習スポーツ課 ☎68-6595
…

年末年始の『ごみ持ち込み』にご注意
年末年始のゴミは、以下のとおり受け入れします。
月日
種類

  …  

不活化ポリオワクチンの追加接種

①

９月１日から不活化ポリオワク
チンの接種が始まっています。10
月23日からは、追加接種もできる
ようになりました。
これまでに任意（自費）で初回
接種を受け、追加の接種を希望さ
れる人は、母子健康手帳を持って
下記の窓口へお越しください。
■対象者 ７歳６カ月未満（平成
24年７月31日生まれまで）で、
初回接種を終了した人。
※対象者の人には、準備が整い次
第、接種券を郵送します。
■接種間隔 初回終了後
12カ月～ 18カ月

②

健康推進課 ☎53-3623
中島健康福祉センター
すこやか
☎66-8282
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燃えるごみ
乾電池、蛍光管、
鏡 など
埋立ごみ

29日

12月
30日

31日

1日

1月
2日

3日

△

×

○

×

×

△

△

×

○

×

×

△

■持込場所
①ななかリサイクルセンター ☎68-3200
②中央埋立場
☎53-5321
■受付時間 ○＝９：00 ～ 16：00 △＝９：00 ～ 12：00 ×＝ 休み
※各ごみ持込施設の位置は「家庭ごみ収集カレンダー」裏面でご確認く
ださい。
※家庭ごみの収集は「家庭ごみ収集カレンダー」のとおりに行います。
環境安全課

☎53-8421

…

年末年始の窓口業務（七尾市役所・市民センター・ミナ.クル）
七尾市役所・田鶴浜・中島・能登島市民センター
■閉庁日 12月29日㈯～１月３日㈭
ミナ．クル２階（健康福祉部）
■開庁日時 12月29日㈯８：30 ～ 17：15
■閉庁日
12月30日㈰～１月３日㈭
年末窓口業務内容
・障害者などに関する申請受付
・乳幼児、ひとり親家庭等医療費申請受付
・要介護認定申請預かり・国保療養費支給申請などの預かり
・住民票・印鑑証明・戸籍などの発行
・納税証明書、所得・課税証明書、固定資産証明書の発行
・各種戸籍届書の受付
※受付申請書の審査は、１月４日㈮以降となりますので、ご了承ください。
福祉課 ☎53-8463

