
石油暖房機器の収集
　４月、５月、10月、11月に限り、
石油暖房器具（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。
■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。
■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
　　　　　　   …  　　　　　　

住職が熱く語る七尾『山の寺学』
　アッと驚きの寺宝。満員御礼!!
寺の歴史と重文仏画・一級書面公
開。豪華講師による特別講演。
第11回 西念寺編
■日時　10月13日㈯　14：00 ～
■場所　宝幢寺（小島町）
第12回 龍門寺編
■日時　11月10日㈯　14：00 ～
■場所　龍門寺（小島町）
■費用　500円（１回）
　※申し込み不要
　七尾山の寺地域振興会
　　☎52-2623（西湊公民館内）
　　　　　　   …  　　　　　　

第３回まちづくり市民講座
　サツマイモで焼酎づくり、つい
には町民へのボーナス支給！薩摩
隼人が地域づくりを熱く語る!!
■日時　11月12日㈪
　　　　18：00 ～ 20：00
■場所　七尾美術館
■演題　総参加で感動の地域再生
■講師　柳谷（やねだん）自治公民
　　　　館長　豊重　哲郎　氏
■費用　無料
■申込期限　11月９日（金）

　市民男女協働課☎53-8633

10月15日㈪～21日㈰は
行政相談週間
　毎日の暮らしの中で、国や県、市
の仕事に対する困りごとやご意見
はありませんか。住民と行政のパ
イプ役として、総務大臣から委嘱
された行政相談委員が、相談に応
じます。相談は無料･秘密厳守。
■行政相談委員（敬称略）

　・釜井　文雄 （中島町奥吉田）
　・木本　峰生 （西藤橋町）
　・濱　　和子 （田鶴浜町）
　・春木　　憲 （檜物町）
　・千場恵美子 （能登島閨町）
■行政苦情110番

　電話　0570-090110
　FAX　076-222-5233
　七尾市市民相談日程 検索

　総務省石川行政評価事務所　
　　☎076-222-5232
　市民男女協働課　☎53-1112

お知らせ
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㈪～ 12月20日㈭
■対象者　
　　七尾市に住民票があり、次の
　①または②の要件を満たし、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
免疫機能に障害があり、身体障
害者手帳１級をお持ちの人。（希
望する人は、接種券を発行しま
すので、手帳を持って健康推進
課にお越しください）
■費用　800円
■接種方法　市指定医療機関で
　　　　　　１回接種
　健康推進課　☎53-3623

12広報ななお

ぬくもりある「七尾」で平成25年成人式
■日時　平成25年１月13日㈰　10：30 ～
■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～平成５年４月１日の間に生まれた人
■申込期限　地域の公民館にお問い合せください。
　※詳細は、成人式が近づきましたら、各公民館からお知らせします。
　※住民登録が無い人は下記に連絡してください。
　生涯学習スポーツ課　☎68-6595

超えろ！特定健診受診率65％
七尾市国保特定健診受診率：25.7％（8月31日現在）
　ただいま健診実施中！お近くの健診会場で受診してください。

■これからの健診日程

地　区 健診日 場　　所 受付時間

七　尾
10月13日㈯ 七尾サンライフプラザ ８:30 ～ 10:00

11月８日㈭ 七尾サンライフプラザ ８:30 ～ 10:00
13:00 ～ 14:00

中　島 11月11日㈰ すこやか ８:30 ～ 10:00

能登島 11月７日㈬ 能登島健康センター ８:30 ～ 10:00

※市内指定医療機関の健診期間を11月30日㈮まで延長しました。
　保険課　☎53-8420

　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　
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不用品活用銀行
ゆずります
イス、ピアニカ、子ども服（女）、
お膳（中・小）、スーツケース（中・
小）、犬小屋（やや大きめ・屋外用）

ゆずってください
車イス、自転車（22 ～ 26インチ）、
ベビーカー（２人乗）、ふとん干
し台

※電気製品は取扱不可
※登録期限は６カ月
※交渉の成立・不成立は必ずご連
絡ください。

　環境安全課　☎53-8421
　　　　　　   …  　　　　　　

みんな集まれ～！！
「なかじまにぎわいマーケット」
　楽しい時を過ごしませんか。
■日時　10月28日㈰
　　　　10：00 ～ 14：00 
■場所　中島市民センター駐車場
　　（雨天：能登演劇堂ロビー）
■内容　雑貨・手作り品・農産物・

飲食物などの販売、太鼓、
トトロのお話会、

　　　　遊びコーナーなど
※マーケットの出店者、アトラク
ションなど募集中です。
　なかじまにぎわい
　　プロジェクト
　　川島・西　☎66-1111
　　　　　　   …  　　　　　　
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羽咋市 ＊

神子の里　秋の収穫祭
［日　時］　10月13日㈯・14日㈰　9:00 ～ 18:00
［場　所］　神子の里（羽咋市神子原町）

もちつき振る舞いやダンス、手品などの催しが盛り
だくさん。
14日にはクラシック
カー in神子原も開催！

　神子の里
　　☎0767-26-3580

志賀町 ＊

りんご狩り
［日　時］　10月中旬～ 12月初旬
［場　所］　いのちの里香能の丘～志賀町とぎ実験農場～
　　　　（志賀町香能）
［開園時間］　
　９：00～ 16：00
　入園無料
［販売価格］
　500円/kg

もぎたてのおいしさを味わえる真っ赤に実ったりん
ご狩りを楽しみませんか。

　志賀町とぎ実験農場　☎0767-42-2617

中能登町 ＊

いするぎ講談
［日　時］　10月13日(土)14：30 ～
［場　所］　石動山「大宮坊」（中能登町石動山）
［講　師］　
　旭堂　南左衛門 氏
　旭堂　南青 氏

　日本古来の伝統文化
にふれてみませんか。
　

　中能登町生涯学習課　☎76-1900

宝達志水町 ＊

YOSAKOIソーラン日本海本祭
［日　時］　10月12日（金）～ 14日（日）
　　　　　12日　18:00 ～　13・14日　9:00 ～　
［場　所］　押水総合運動公園（宝達志水町今浜）

石川県内外から約40
チームが参加し、町内
４会場で2,000人が熱
く激しい踊りを披露し
ます。

　宝達志水町産業振興課　☎0767-29-8240

４種混合ワクチン予防接種
　11月１日から４種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）ワク
チン予防接種が始まります。
■対象者

①平成24年８月１日以降に生まれた人
　（接種券は赤ちゃん訪問時にお渡しします）
②平成24年７月31日以前の生まれで、次のいずれも接種していない人
　（３種混合ワクチン、生ポリオワクチン、不活化ポリオワクチン）
※②に該当する４種混合の接種をご希望の人はお問い合わせください。
※いずれかを１度でも接種した人は、３種混合ワクチンと単独の不活
化ポリオワクチンを接種してください。
注意 　乳児が百日咳にかかると命に関わるため、４種混合の導入を

待つことはせず、３カ月になったらできるだけ早く３種混合
を接種することをお勧めします。

　健康推進課　☎53-3623

お得です！能登空港！
　能登空港利用者へ助成をしています。
市民向け個人助成制度
■申込方法　搭乗券２枚（6カ月以内）、はんこ、身分証明書を持参
■助成金　　搭乗券１枚につき商品券2,000円分（12歳未満半額）
市民向け団体助成制度（10人以上）
■申込方法　申請書、請求書、名簿、搭乗券往復分（2カ月以内）を持参
■助成金　　5,000円（１人当たり）
能登住民向け団体助成制度（10人以上）
■申込方法　申請書、請求書、名簿、搭乗券往復分（１カ月以内）を持参
■助成金　　3,000円（１人当たり）
※助成条件の詳細は、お問い合わせください。
　観光交流課　☎53-8424

　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　


