
農業委員会選挙人
名簿登載申請書を忘れずに
　次の要件に該当する人は、農業
委員会選挙人名簿に登録が出来ま
す。条件をすべて満たす人は、登
録をしてください。申請書は、12
月中旬に発送します。
①平成25年１月１日現在、七尾市
に住所がある人

②平成５年４月１日以前に生まれ
た人

③10ア－ル以上の農地を耕作する
人（経営主）または、経営主と
同居の人

④親族または配偶者で年間60日以
上耕作している人

■申込期限　１月10日㈭
　農業委員会　☎53-8440

　　　　　　			…		　　　　　　

七尾法律相談
■日時　12月13日
　　　　１月17日、24日、31日
　　　　13：30 ～ 16：00
　　　　※全て木曜日
■場所　パトリア
■相談料　５,000円
※負担が困難な人は、法律援助
資力基準に該当すれば無料

※クレサラ相談は初回無料
■申込期限　相談日の前日
　　　　　　先着５人まで
　金沢弁護士会事務局

　　☎076-221-0242
　　　　　　			…		　　　　　　

就職活動を始めたい人へ 
ジョブカフェ石川が応援！
　やりたい仕事が見つからない、	
希望の仕事に就けないなど、無料
で就職の悩みをサポートします。
■時間　９：00 ～ 18：00
■内容　就職活動の始め方
　　　　面接の仕方など
■対象　35歳未満の求職者、学生
■休館日　日曜･祝日・年末年始
　ジョブカフェ石川

　　能登サテライト　☎53-7070

「世界エイズデー」
「HIV（エイズ）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】
　毎月第１月曜日　９:00 ～ 11:30

【通常検査】
　第２月曜日　　　９:00 ～ 19:00
　第３～５月曜日　９:00 ～ 11:30

羽咋地域センター
【通常検査】
　毎月第２月曜日　９:00 ～ 11:30
※迅速検査は約１時間、通常検査
は約10日後に結果をお伝えする
ことができます。

※検査は、要予約・匿名・無料で
行っています。

　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
　　　　　　			…		　　　　　　

不用品活用銀行
ゆずります
子ども服（女）、お膳（中・小）、
スーツケース（中・小）、スニーカー
（女性用・24.5㎝）、皮靴（男性用・
24.5㎝）

ゆずってください
自転車（22～ 26インチ）、布団干
し台、中学生用学生服（男子用・
150～160㎝）、子ども用布団（掛け・
敷き）、学童野球練習着（上下・白・
150㎝）、こたつ布団一式（正方形）

※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

道路の除雪にご理解とご協力を!!
①除雪は、交通量の多い道路や通
勤通学路から作業を進めます。

②除雪の障害となりますので、路
上駐車をしないでください。

③屋根雪などを道路へ出さないで
ください。

④船への危険が伴うため、海に雪
を捨てないでください。

⑤除雪車が通過した後に玄関先な
どに残る雪は、各家庭で処理を
お願いします。

⑥生活道路は、地域での除雪協力
をお願いします。

⑦道路交通確保のため、所有者へ
の連絡無しで、倒木処理を行う
ことがあります。

〈雪みちネットワーク〉
　大雪の際に国、県、市町が協力
して優先的に交通を確保する路線
を定めています。詳しくは、県の
ホームページ、市土木課や県土木
事務所に
置いてあ
るチラシ
をご覧く
ださい。

　【市道】土木課　☎53-8425
　　【県道】中能登土木総合事務所
　　　　		　☎52-5100
　　【国道】能登国道維持出張所
　　　　		　☎57-0778
　　　　　　			…		　　　　　　

労働保険の加入はお済みですか？
　労働保険（労災・雇用）は、労
働者が仕事や通勤での負傷や失業
したときなどに、保険給付が受け
られる制度です。従業員を１人で
も雇用している事業主は、労働保
険に加入しなければなりません。
　加入していない事業主は、加入
手続きをお願いします。
　七尾労働基準監督署

　　☎52-3294
　　七尾公共職業安定所
　　☎52-3255
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「新修七尾市史」通史編Ⅱ
（近世）が発刊
　加賀藩祖前田利家が、七尾に拠
点を置いてから明治維新までの江
戸時代を、わかりやすく解説した
１冊です。
■費用　　5,000円（税込、市内価格）
■販売先　文化課・市史編さん室
　　　　　きくざわ書店
　市史編さん室　☎53-8447

　　　　　　			…		　　　　　　

製造事業所の皆さんへ 
工業統計調査にご協力を！

　製造業を営む事業所を対象に、
統計調査を実施します。12月から
平成25年１月にかけて調査員がお
伺いしますので、調査のご協力を
お願いします。
■調査の基準日　12月31日㈪
　総務課　☎53-1111

人権啓発ビデオ・DVDの貸し出し
　思いやりの心を育てる「人権」
の教材・資料として、ビデオや
DVDを無料で貸し出しします。
地域や企業、学校などの研修会や
学習会にご活用ください。
※詳細はお問い合わせください。
　市民男女協働課　☎53-1112

　　　　　　			…		　　　　　　

七尾市議会の日程
12月10日㈪10：00 ～　一般質問
12月11日㈫10：00 ～　一般質問
12月19日㈬10：00 ～　採決など
※議会会議録は、図書館や市ホー
ムページで閲覧できます。

【議会を傍聴しませんか!?】
　傍聴席に入る前に住所・氏名を
記入するだけで、どなたでも傍聴
できます。（団体は事前申込必要）
　議会事務局　☎53-8433
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羽咋市 ＊

宝くじ文化公演　オペラ「カルメン」
［日　時］　１月27日㈰　開演14：00（開場13：30）
［場　所］　コスモアイル羽咋（羽咋市鶴多町）
［入場料］　一般2,000円（当日2,500円）

　　　　　高校生以下1,000円（当日1,500円）
　　　　　※全席指定

　チケット好評発売
中！本格的なオペラ
を、観て・聴いて・肌
で感じてください。

　羽咋市生涯学習課　☎0767-22-9331

志賀町 ＊

映画「リトル・マエストラ」
県内先行上映中

［上映館］　県内６映画館

　志賀町を主舞台に撮影。
女子高生が漁村のアマチュ
ア楽団を立て直し、ともに
成長する姿を描く物語。有
村架純さん、釈由美子さん、
松本利夫（EXILE）さんな
どが出演。

　志賀町商工観光課　　☎0767-32-1111

中能登町 ＊

クリスマスコンサート
［日時］　12月16日㈰

　13：30 ～ 16：00
［場所］

　カルチャーセンター飛翔
　（中能登町能登部下）

［内容］
　歌のステージ、餅つきなど

[対象]　小学低学年以下

　中能登町生涯学習課　☎76-1900

宝達志水町 ＊

青空市　おばちゃんの店
［日時］　12月９日㈰　9：00 ～ 12：00
［場所］　古墳の湯駐車場（宝達志水町散田）

　地元のおばちゃん
手作り！所司原伝統
のごっつぉが並びま
す。

　ささゆりグループ（宮崎）
　　☎0767-29-4266

地域に密着した「ニコニコちゃんねる」
　　　　　（ケーブルテレビ）を見ませんか？
■メリット
　・アンテナがいならい。
　・地域に密着した防災情報をＧＥＴ！
　・データ放送で暮らしの情報をすぐにＧＥＴ！
　・身近な人が「ニコニコちゃんねる」で映るかも。
■引込工事負担金（税込）
　・テレビ単独加入……………………………30,000円
　・インターネット単独加入…………………30,000円
　・テレビ・インターネット同時加入………50,000円
■月額利用料金（ＮＨＫの放送受信料は含まれていません）（税込）
　Ａコース　1,050円　Ｂコース2,310円～　Ｃコース3,570円～
　※コースによってＢＳ放送、多チャンネル放送、有料放送もお楽しみ
　いただけます。

■インターネット月額料金（税込）
　３Ｍコース　4,557円
　10Ｍコース　5,082円
　30Ｍコース　5,607円
　※テレビのコースによって、イン
　　ターネット月額料金が割引され
　　ます。

　ケーブルテレビ推進室　☎84-0155

　　　　　　　　　　　　　　　	…	　　　　　　　　　　　　　　　


