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超えろ！特定健診受診率６５％
七尾市国保特定健診受診率：12.7％（6月30日現在）
ただいま健診実施中！お近くの健診会場で受診ください。
■これからの健診日程
地

区

健診日

場

所

中島

８月18日㈯

すこやか

七尾

９月８日㈯

七尾サンライフプラザ

受付時間
８：30 ～ 10：00
13：00 ～ 14：00
８：30 ～ 10：00
13：00 ～ 14：00

※そのほか市内指定医療機関で９月29日㈯まで受診できます。
保険課 ☎53-8420
…

不用品活用銀行
ゆずります
スキー板５組、スキーストック２
組、革靴（24.5cm）、二段ベッド、
エアロバイク、イス、こたつ布団
上（布団・カバー、正方形型）、
ピアニカ、子ども服（女）、大正琴、
ビーチバレー用ネット、茶道用の
炉、チャイルドシート
ゆずってください
こたつ布団一式（長方形型）
、ミシ
ン（足踏み式、電動でないもの）
、
車いす、自転車（22 ～ 24インチ）
、
ベビーカー（２人乗り）
※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
…

星空を観察しよう！
夜空を見上げて、星を探してみ
ませんか？
■日時 ８月17日㈮
19：30 ～ 21：00
■場所 のと蘭ノ国
■定員 10人程度
■費用 無料
■申込期限 ８月10日㈮
環境安全課 ☎53-8421

児童扶養手当・ひとり親家庭等
医療費の現況届はお早めに
児童扶養手当の受給者、または
支給停止されている人、ひとり親
家庭等医療費の資格登録をしてい
る人は、現況届を提出してください。
提出がない場合は、手当の支払
いが一時差し止められ、受給資格
がなくなる場合がありますのでご
注意ください。
■提出期限 ８月31日㈮
■手続きに必要なもの
①印鑑 ②健康保険証
③世帯分離している同居者の
住民票謄本
④児童扶養手当証書・ひとり親
家庭等医療費受給資格証（交
付を受けている人）
⑤そのほかの書類（事由によっ
て必要な場合があります）
※平成24年１月２日以降に転入
した人は、平成24年度所得証
明書が必要です。
子育て支援課 ☎53-8445
…

公立能登総合病院売店
運営事業者を募集
12月開業予定の売店の運営事業
者を募集しています。
■場所 公立能登総合病院
■申込期限 ８月20日㈪
公立能登総合病院
☎52-8746

第71回七尾城まつり
七尾城跡とその周辺を舞台に多
彩なイベントが目白押し！スタッ
フもお客さんもキラキラ輝く大好
きな七尾城まつり、ぜひ秋の一日
参加してみませんか。
■日時 前夜祭 ９月15日㈯
18：00 ～
本祭
９月16日㈰
10：00 ～
■場所 七尾城跡本丸、本丸駐車
場、懐古館、七尾サンラ
イフプラザ
■内容 邦楽の夕べ、ちびっこ
演技、全国詩吟大会ほか
矢田郷公民館 ☎52-5240
…

お知らせ
市民のねがいー七尾市民憲章ー
ふるさと七尾をもっと知ろう講座
「七尾城跡を訪ねよう」
秋の城山を散策し、戦国時代の
七尾城を想い描いてみませんか？
七尾城の事前学習をした後、本
丸跡まで登り説明を受けます。
■日時 ９月16日㈰
８：50集合
９：00 ～ 11：00頃
■集合場所 七尾城史資料館
（現地解散）
■内容
七尾城史資料館の見学・説明
【30分】⇒旧道ウオーキング
（七尾城攻め）【50分】
⇒本丸跡などの説明【30分】
■講師
七尾市文化課 北林雅康
■定員 15人（先着順）
■参加費 無料
■申込期限 ９月10日㈪
※飲み物などは各自お持ちくだ
さい。
市民のねがい推進協議会
（市民男女協働課内）
☎53-8633

広報ななお
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家屋調査にご協力ください

羽咋市

＊

2012ジェットスキー千里浜
［期
［場

日］ ８月18日㈯～ 19日㈰８：00 ～ 17：00
所］ 千里浜海岸特設会場

全国のライダーたちが
スピードとテクニック
を競う国内屈指の大
会。
白熱したバトルをお見
逃しなく。
羽咋市観光協会

☎0767-22-5333

志賀町

＊

富来八朔祭礼
［期
［場

税務課

日］ ８月25日㈯・26日㈰
所］ 八幡神社・住吉神社

志賀町商工観光課

☎0767-32-1111

中能登町

碁石ヶ峰クラフトマーケット

＊

日］ ８月25日㈯・26日㈰10：00 ～ 16：00
所］ 県立自然公園「碁石ヶ峰」原山大池横キャンプ場

全国各地のクラフト作
家、アーティスト約50
組が集結するクラフト
イベント。
能登の海山のグルメも
堪能できます。

宝達志水町

第2回まちづくり市民講座
地域づくりの秘訣を学びませんか？

クマの出没に
ご注意ください！

■日時

７月からクマの痕跡や目撃情報
が寄せられています。
■クマと出会わないためには！
早朝や夕方、夜間は山へ立ち入
らない。
■クマと出合った時には！
後退りをしながら避難する。
■クマにしてはいけないこと！
・大声を出すこと。
・早い動きをすること。
・死んだふりをすること。

８月31日㈮
18：00 ～ 20：00
■場所 七尾サンライフプラザ
■演題 地域づくりの足し算掛け
算の法則-中越地震の復
興現場から
■講師 ㈳中越防災安全推進機構
復興デザインセンター長
稲垣文彦 氏
■費用 無料
※申し込み不要
市民男女協働課 ☎53-8633

七尾市競争入札参加資格審査
申請（工事・業務・物品など）
＊

能登ふるさと博
蔵コンサートin岡部家
９月１日㈯ 15:30 ～
岡部家（石川県指定有形文化財）
500円（飲み物付）
楽屋姫

懐かしのフォークソン
グを、伝統ある岡部家
で聴きませんか。

平成23･24年度七尾市競争入札
参加資格審査申請（第３回追加登
録）の受付を行っています。
■申込期限 ８月31日㈮
※詳細は、七尾市ホームページ
をご覧ください。
※受付期間以降の受付は、行い
ませんのでご注意ください。
七尾市

入札

総務課
宝達志水町ふるさと振興室
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…

…

クラフトマーケット実行委員会
☎72-2911（カフェ食堂れんげや・山本）

［日 時］
［場 所］
［入場料］
［出 演］

☎53-8415

次の期間に限り過去10年以内
（平成14年10月以降）の納め忘れ
た分をさかのぼって納めることが
できます。
将来の年金額を増やし、年金が
受給できるようになります。
■納付期間 平成24年10月１日～
平成27年９月30日
※年金をもらっている人は納め
ることができませんので、ご
注意ください。
七尾年金事務所
☎53-6511
国民年金保険料専用ダイヤル
☎0570-011-050

…

キリコ（奉燈）や御輿
が各集落から繰り出さ
れ、境内で乱舞する様
は見応えがあり圧巻。

［期
［場

平成24年中（年内）に完成した
新築・増築家屋や取り壊しなどの
異動があった家屋の調査をしてい
ます。この調査は平成25年度の固
定資産税・都市計画税の課税の基
礎となるものです。
調査希望日の指定や家屋の異動
があった場合、ご連絡ください。
なお、調査のため係員が訪れた
際は、立会い
などのご協力
をお願いしま
す。

国民年金保険料の
納期延長がはじまります

☎0767-29-8250

検索

☎53-1118

環境安全課

☎53-8464

…

平23年度版データで見る
「七尾市の姿」刊行
市のあらゆる分野の情勢をデー
タでまとめました。
■設置場所
市役所、市民センター、公民館
※七尾市ホームページにも掲載
しています。
総務課 ☎53-1111

