
お知らせ
肺がん予防講演会
～知ってよかった！
　　　肺がんのこと～
　肺がんの正しい知識が学べる講
演会を開催します。
がんは死亡原因の第１位となって
おり、部位別がん死亡数では肺が
んが男性の第１位、女性の第２位
と上位を占めている状況です。肺
がんは私たちにとって身近で危険
な病気です。
　七尾市では年間30人から50人
が肺がんで命を落としており、死
亡率は県と比べて高い傾向にあり
ます。
　皆さんお気軽にご参加くださ
い。
■日時　６月14日㈭
　　　　14：00 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■費用　無料　
■講師　恵寿総合病院　
　　　　米田　太郎氏（医師）
■申込期限　６月12日㈫

　健康推進課　☎53-3623
　　　　　　   …  　 　　　　　

結婚相談
　結婚相談所を開設しています。
　七尾市在住の未婚者の人が対象
です。結婚のご相談をされたい人
は、一度たずねてみませんか。お
気軽にお越しください。
　縁結びistの研修を受けた専門
の相談員が、結婚の相談を受けた
り、楽しい「ふれ愛イベント」な
どを企画したりしています。
　なお、今年４月から相談場所が
ミナ．クルからパトリア内のフォ
－ラム七尾に変更となりました。
■相談日　毎週火曜日
■受付日　毎日（水曜、祝日休み）
■相談時間　17：30 ～ 19：30
■相談場所　フォーラム七尾
　　　　　　（パトリア5階）

　男女共同参画室　☎52-5222

12広報ななお

ななお市民検診受診大作戦～集団検診～
　「日本人の3人に１人はがんで死亡」と言われています。がんは、早
期に発見すれば治療も可能です。年に一度はがん検診を受ける機会をつ
くりませんか？
■期間　現在実施中～ 12月１日㈯
■場所　各公民館、保健センターなど
■対象　七尾市民（検診の種類によって対象年齢が異なります。）
■内容　胃がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん・子宮頸がん・乳がん
　　　　結核、肝炎ウイルス検診
■申込方法　申し込みハガキでお申し込みください。
■自己負担　有り（検診の種類によって異なります）
　※詳細は、５月上旬、各世帯に送付された『がん検診案内』（きみど

　り色の封筒）をご覧ください。
　※下記の対象年齢の人は無料で受けられます。詳細は、5月上旬に送

　付された『がん検診無料クーポン券付案内』をご覧ください。
【がん無料検診対象者（平成24年４月１日現在の年齢）】
　＊子宮頸がん検診　20・25・30・35・40歳
　＊乳がん検診　　　40・45・50・55・60歳
　＊大腸がん検診　　40・45・50・55・60歳

　健康推進課　☎53-3623
　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　

公有地を一般競争入札で売却します
■公売物件
区分 物件所在地 地　目 地積（㎡） 予定価格（円）

土地 　中能登町末坂
ス１番１外１筆　　 雑種地 　　11,307 　26,825,000

■入札日時　６月21日㈭　10：00 ～
■場所　　　七尾鹿島広域圏事務組合事務局（七尾市役所５階）
■申込期限　６月19日㈫　17：00
■申込方法　一般競争入札参加申込書を事務局まで提出してください。

　七尾鹿島広域圏事務組合事務局　☎52-6448
　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　

児童扶養手当が４月から減額
　平成23年度全国消費者物価指数の下落分に合わせて平成24年４月分か
ら児童扶養手当の額が約0.3％引き下げられました。
■手当の額

子どもの人数 支給区分 平成23年度
（平成24年３月分まで）

平成24年度
（平成24年４月分から）

１人の場合
全部支給 41,550円 41,430円
一部支給 41,540 ～ 9,810円 41,420 ～ 9,780円

２人の場合 １人の場合の月額に5,000円加算
３人の場合 ２人の場合の月額に3,000円加算

■児童扶養手当とは
　　父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを
　養育する家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自立の促進に役立て子
　どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

　子育て支援課　☎53-8445



HIV（エイズ）血液検査
　ＨＩＶ（エイズ）は身近な問題
であり、決して他人事ではありま
せん。正しい知識を持ち、また安
心と早期発見のため検査を受けま
しょう。
能登中部保健福祉センター

【迅速検査】
■日時　毎月第１月曜日　　　　
　　　　９：00 ～ 11：30
※約1時間で結果がわかります。

【通常検査】
■日時　毎月第２月曜日
　　　　９：00 ～ 19：00
　　　　そのほかの月曜日
　　　　９：00 ～ 11：30
羽咋地域センター

【通常検査】
■日時　毎月第２月曜日
　　　　９：00 ～ 11：30
※両会場の検査は、要予約（前週

の金曜日まで）匿名・無料で行っ
ています。

※約10日後に結果がわかります。
　　能登中部保健福祉センター
　　☎53-2482
　　羽咋地域センター
　　☎0767-22-1170
　　　　　　   …  　 　　　　　

植えてはいけない「けし」
の花、あなたの家の周
りに咲いていませんか？
　けしの仲間は、春から初夏にか
けて色鮮やかな美しい花を咲かせ
るものが多く、ガーデニングや切
り花用として人気があります。
　しかし、けしの仲間には法律で
栽培が禁止されているものがあり
ます。植えてはいけないけしを発
見した場合は、能登中部保健所ま
たは、警察署にご連絡ください。
植えてはいけないケシの見分け方

　　能登中部保健所　☎53-2482

熱中症！この夏もしっかり予防
予防のポイント
１.体調を整える

　十分な睡眠と食事を取る。通
気性の良い吸湿・速乾の衣類の
着用を心がける。
２.環境を整える

　炎天下を避ける。高温多湿、
無風、日差しが強いときには、
なるべく外出を控える。
３.適度な水分補給
　①日常生活における水分補給

　のどの渇きを感じる前に水分
補給を。日中はコップ半分程度
の水分を１時間に１回程度定期
的に補給。就寝前と起床時、入
浴の前後に水分を補給。
　②運動時や作業時の水分補給

　0.1～0.2％の塩分を含む水分
（水１ℓに食塩１～２ｇ）をこ
まめに補給。市販の飲料では、
100ml中 に ナ ト リ ウ ム が40 ～
80mg入っていれば0.1～0.2％の
食塩水に相当。
　③飲酒時の水分補給

　アルコールは利尿作用が強
く、飲酒量以上に尿の量を増や
し体の水分が失われます。飲酒
後は水分を十分に補給する。
　健康推進課　☎53-3623

　　　　　　   …  　 　　　　　

「子どもの人権110番」強化週間
　いじめ、体罰、虐待など子ども
をめぐるさまざまな人権問題に、
人権擁護委員や法務局職員が電話
相談に応じます。
　相談無料・秘密厳守です。
■相談日時　

６月25日㈪～ 29日㈮
　８：30 ～ 19：00
６月30日㈯～７月１日㈰　
　　10：00 ～ 17：00

■連絡先　0120-007-110
　（フリーダイヤル・無料）
　 インターネット人権 検索

　金沢地方法務局七尾支局
　　☎53-1721

忘れていませんか？
心身障害者医療費助成制度
　障害者手帳を取得している65歳
以上の人で下記の要件に該当して
いる場合は、医療費の助成を受け
ることができます。助成を受ける
ためには申請が必要です。
※65歳未満の人は医療費受給者証

による助成となります。手続き
は必要ありません。

■助成対象者（一部所得制限あり）
・身体障害者手帳１、２級を取得

している人
・身体障害者手帳３級を取得し、

取得時の年齢が65歳未満の人
・身体障害者手帳３級を取得し、

取得時の年齢が65歳以上で、住
民税非課税世帯に属する人

・療育手帳を取得している人
■対象となる医療費
　医療保険の対象となるもの
　※対象外　入院時の食事代など
■必要書類
・障害者手帳・領収書・認印
・振込口座が確認できるもの

　福祉課　☎53-8464
　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ53-5990
　　　　　　   …  　 　　　　　

心の健康教室
「Let’s!!エンジョイ更年期」

　ストレスや心の病気につながり
やすい更年期。女性なら誰しも通
る道ですが、症状は人それぞれで
す。気がつかないまま“うつ”にな
る場合もあります。ストレスへの
対応、心の病気の予防、更年期を
上手に過ごすために、いっしょに
学びませんか？
■日時　６月23日㈯
　　　　13：30 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■費用　無料
■講師　恵寿総合病院
　　　　大内　喜美子氏（助産師）
■申込　不要
※ご希望により個別相談あり

　健康推進課　☎53-3623
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るもの
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