
やる気のある企業を
応援します！
七尾市販路開拓支援事業
　物産展や商談会出展費用の一部
を支援します。
■対象　市内に事業所がある中小

企業者および個人事業者
■対象事業　平成25年３月31日ま

でに行われる物産展
や商談会

■対象地域　①三大都市圏
　　　　　　②金沢市
■対象経費　出展料のみ
■補助金額　補助率２分の１以内
　　　　　　限度額　10万円
■申込期限　10月31日㈬（先着順）
※必ず申請前にご相談ください。

　産業振興課　☎53-8565
　　　　　　   …  　 　　　　　

高齢者の元気づくりを支援！！
～介護予防地域サポーター
　　　　　　養成講座～
　高齢者の元気づくり活動のお手
伝いをしていただける「介護予防
地域サポーター」の養成講座を開
催します。介護予防を学び地域の
予防活動に携わりませんか。
■日程　８月～ 12月
　月に２回、計８回を予定してい
　ます。
　詳細は後日ご案内します。
■場所　フォーラム七尾　　
■講座内容

・介護保険制度や高齢者がかか
りすい病気、認知症予防など
の講義

・簡単な運動や手軽にできるレ
クリエーションなどの実技

■対象
　おおむね60歳代でサポーターと
　して活動していただける人
■定員　20人
■申込期限　７月27日㈮

　保険課　☎53-8451

創業者を応援します！
～創業者支援館しるべ蔵
　　　　　入居者募集～
■入居場所
　七尾市創業支援館しるべ蔵
■対象　

商業およびサービス業、そのほ
か商店街の賑わいづくりに適し
た業種で、新たに創業をしよう
とする団体または個人。

■入居期限　８月１日㈬～
　　　　　　平成25年７月31日㈬
■使用料　月額１万円
■提出書類　・申請書
　　　　　　・事業計画書
■申込期限　７月17日㈫
■審査方法　審査会で、入居者を
　　　　　　選定します。
※応募方法や申請書類などの詳細
　はお問い合わせください。

　産業振興課　☎53-8565
　　　　　　   …  　 　　　　　

要約筆記入門講座受講者募集
　「要約筆記」とは、聞こえない、
聞こえにくい人に話の内容をまと
め、その場で素早く文字にして伝
えることです。
　聴覚障害を学び要約筆記を体験
してみませんか。
■日時　７月21日㈯～
　　　　９月15日㈯
　　　（毎週土曜日開催　全8回）
　　　　９：30 ～ 11：30
■場所　ミナ．クル（七尾駅前）
■受講料　無料
■申込期限　７月17日㈫

　福祉課
　　　☎53-8464  FAX 53-5990

行財政改革推進委員会の
委員募集
　行財政改革推進に向けて、皆さ
んのご意見をお聞かせください。
■内容　行財政改革の推進に関す

る事項の審議
　　　　会議は年２回程度開催
　　　　（平日）
■応募方法　

次の項目を記載し、メール、郵
送または持参してください。
氏名、性別、生年月日、住所、
電話番号、職業、応募動機（400
字程度にまとめたもの）
※様式は七尾市ホームページに
　掲載してあります。

■申込期限　７月20日㈮必着
■定員　３人程度
■任期　委嘱の日から２年間

　秘書人事課　☎53-1110
　　　　　　   …  　 　　　　　

「男女共同参画社会」を
テーマとした「川柳」の募集
■テーマ　

・男女がともに支えあい、お互
いを思いやることの大切さを
アピールしたもの

・家庭・地域・職場での男女共
同参画をアピールしたもの

■応募内容　川柳（五七五調）
■応募資格　

市内に住んでいる高校生以上ま
たは、市内に通勤している人

■応募用紙　
各公民館、市民男女協働課、男
女共同参画室で用紙をお渡しし
ます。

■申込期限　８月１日㈬～
　　　　　　９月15日㈯
■応募方法　

応募用紙に記入し郵送や持参、
FAXで提出してください。
　男女共同参画室　

　　（フォーラム七尾）
　　☎52-5222　ＦＡＸ52-5239

みなさん
こんにちわ

み
な
さ
ん

こ
ん
に
ち
わ

12広報ななお



能登地区リウマチ講演会
■日時　７月22日㈰
　　　　13：30 ～ 15：30
■場所　フォーラム七尾
■テーマ　転倒骨折の予防
■講師　八野田実氏
　　　　（八野田整形外科院長）
■参加費　無料

　☎090-4329-5808（平野）
　　　　　　   …  　 　　　　　

ジュニア＆
レディースゴルフスクール
■日時　７月21日㈯～
　　　　毎月第３土曜日
　　　　18：00 ～ 20：00
■場所　トリキゴルフクラブ
■講師　日本プロゴルフ協会
　　　　トーナメントプレイヤー
　　　　会員　山下英章氏
■対象　小～高校生および女性
　(市内在住または市内に通学の生徒
　および市内在住または通勤の女性)
■参加費　１回2,000円(ボール代込)
■申込期限　受講日の１週間前

　七尾市ゴルフ協会 ☎57-3636
　　　　　　   …  　 　　　　　

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）、
子ども用自転車（補助輪なし）、
ピアニカ、子ども服（男女）

ゆずってください
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）、
ミシン（足踏み式、電動でないも
の）、車いす、リヤカー、自転車（22
～ 24インチ）、ビーチバレー用ネッ
ト、キャリーバッグ（中程度）
※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

七尾市文化産業賞の推薦を受け
付けします！
　「七尾市文化産業賞」は永年に
わたり、本市の文化産業の振興発
展に尽くされた個人、団体に対し
お贈りするものです。
　推薦書は、公民館、市民セン
ター、秘書人事課にありますので、
ご記入の上ご推薦ください。
■申込期限　８月20日㈪
■贈呈式　11月３日㈯文化の日

　秘書人事課　☎53-1110
　　　　　　   …  　 　　　　　

お知らせ
七尾市戦没者慰霊式
～戦争犠牲者に哀悼の意を～
■日時　７月14日㈯９:00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ

　福祉課　☎53-8463
　　　　　　   …  　 　　　　　

第61回石川県戦没者慰霊式
■日時　７月26日㈭10:30 ～
■場所　石川県戦没者墓苑
　　　　（金沢市野田町野田山）

　福祉課　☎53-8463
　　　　　　   …  　 　　　　　

歯っピーライフ♪　8020
～歯周疾患検診～
　生涯、自分の歯でおいしく食べ、
健康な生活を送るためにも「歯周
病予防」が大切です。
　歯科検診を受けて、歯の健康管
理に役立てましょう。
■場所　七尾市および中能登町の
　　　　指定歯科医療機関
■対象　40・50・60・70歳の人
　　　　（平成25年４月１日現在）
　※対象者に個別通知しています。
■受診期限　10月31日㈬まで
■内容　問診、歯科検診・指導
■費用　1,300円
　※市民税非課税世帯、生活保護
　　世帯の人は無料です。

　健康推進課　☎53-3623

市民ミュージカル
ワークショップ

（体験型講座）
　子どもから大人までミュージカ
ルが体験できます！まずは、歌う
こと、踊ること、演じることの楽
しさに触れてみましょう！
■日程
　７月27日㈮～ 29日㈰
　８月24日㈮～ 26日㈰
　※１日だけの参加も可能です。
■場所　中島文化センター
　　　　（能登演劇堂）
■対象　小学３年生以上
■費用　無料

　（公財）演劇のまち振興　
　　　 事業団　☎66-2323
　　　　　　   …  　 　　　　　

『楽しいエクササイズ
　　　　　in 能登島』
　ボクササイズとヨガのレッスン
で一緒に汗を流しましょう♪
■日時　毎週水曜日
　　　　19：30 ～ 21：00
■場所　能登島生涯学習総合
　　　　センター
■費用　１回600円
　　　（体育館使用料100円含む）
能登島エクササイズクラブメール
Mail　notojimaexc@yahoo.co.jp
ブログで詳細を確認いただけま
す。 

　能登島地域づくり協議会
　　　 ☎84-1111（福嶋）
　　　　　　   …  　 　　　　　

交流都市だより

高岡七夕まつり
　大小数千本の七夕が中心商店街
に華やかに飾られ、ライブ・コン
サートやパレードなど、さまざま
なイベントが開催されます。
■開催期間　８月１日㈬～７日㈫
■場所　高岡市中心商店街

　高岡七夕まつり実行委員会　
　　☎0766-20-0555
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