「身近な方の死を経験された ななお健康づくり体操（仮称）の名称が決定
人への心のケア」講演会
「ななおいきいき体操」 受賞 松田 凌空 さん（能登島野崎町）
大切な人を亡くした時、さまざ
まな感情を抱き、苦しみを負いま
す。それが身近な人であればなお
さらです。大切な人を亡くした人
の心理状態の変化や周囲の人のか
かわり方を学ぶ講演会です。
■日時 11月17日㈯
13：30 〜 15：00
■場所 七尾サンライフプラザ
■費用 無料
■講師 石川県こころの
健康センター
次長 角田 雅彦 氏
■定員 先着30人
（先着順・要予約）
健康推進課

☎53-3623
…

東日本大震災義援金
大震災で被災された方々に対
し、皆さんから多くの義援金をお
寄せいただいています。
皆さんの善意に、心から感謝を
申し上げます。
義援金をいただいた人のご芳名
（敬称略・順不同）
・田鶴浜ライオンズクラブ
・七尾太鼓打連盟
・田鶴浜スポーツクラブ
・七尾市文化協会 音楽部門
・奥原婦人会
・公益社団法人七尾青年会議所
・石川県立七尾東雲高等学校
・原田 實 ・松本 佐智子
福祉課 ☎53-8463
…

「能登畠山氏の文化」講演会
■日時

11月17日㈯
13：30 〜 16：00
■場所 七尾サンライフプラザ
■演題 畠山義総とその時代
能登畠山氏文化の「高揚」
■講師 金沢学院大学
教授 東四柳 史明 氏
七尾城祉文化事業団 ☎53-4215

■名称決定の理由
「いきいき」の語感が新鮮で躍動感にあふれ、新しい体操の名称と
してふさわしいため。子どもでも読めるひらがな表記を選びました。
■体操を作った目的
生活習慣病の予防と運動不足解消を目的に、子どもから大人までの
幅広い世代が、楽しく体を動かすことができる体操を作りました。
■体操の放送
・ケーブルテレビななお 「知っとこ情報」で12月まで放送
放送時間 ８：30、14：30、20：30
・市ホームページ
■体操講習会
皆さんが集まる場所（おおむね10人以上の団体）に出向き、体操の
講習会をします。体操のCD・DVDを無料で貸し出します。
健康推進課 ☎53-3623
…

税務申告に関わる記録・帳簿などの保存制度変更の説明会
これまで、税務申告の記帳・帳簿書類の保存は、対象者が限られてい
ましたが、平成26年１月からすべての人が対象となります。
■日時、場所
日
11月12日㈪
11月16日㈮

時
９：30〜11：30
９：30〜11：30

場
中島市民センター
七尾商工会議所

所

■内容
■対象

売り上げなどの収入や仕入れ、必要経費の説明など
事業所得や不動産所得がある人
※所得税の申告が必要でない人も含みます。
■持ち物 筆記用具 ※申し込みは不要です。
七尾税務署 ☎52-3381
…

秋季全国火災予防運動
■期間

11月９日㈮〜
11月15日㈭
■住宅用火災警報器で助かった事例
２階の部屋で親子２人が寝てい
たところ、階段の天井に設置して
ある住宅用火災警報器が鳴り、目
が覚めました。
親子は廊下に出るとすでに煙が
充満しており、階段からの避難を
断念し、２階の部屋の窓から避難
して助かりました。
住宅用火災警報器は命を守る
「切り札」です
七尾鹿島広域圏事務組合
消防本部 ☎53-0119

税を考える週間
（11月11日〜 11月17日まで）
税の仕組みや必要性を考えてみ
ませんか。また、小・中学生の
「税
についての作品
（標語・書道）
」
の展
示や年末調整説明会を行います。
「税についての作品」展示
■期間 11月10日㈯〜
11月16日㈮
■場所 パトリア２階ロビー
年末調整説明会
■日時 11月20日㈫
10：00 〜 12：00
13：30 〜 15：30
■場所 七尾サンライフプラザ
七尾税務署 ☎52-3381
広報ななお
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受賞、おめでとうございます！
平成24年度七尾市自治功労者表彰の受賞者（敬称略）
羽咋市

＊

■永年勤続七尾市人権擁護委員(10年表彰)
永井 志津子

歴史民俗資料館 秋の特別展
〜古代寺家遺跡の世界〜
［日 時］ 11月25日㈰まで 9：00 〜 17：00
［場 所］ 羽咋市歴史民俗資料館（羽咋市鶴多町）
［入館料］ 無料
〝渚の正倉院〟とも例
えられる寺家遺跡出土
品を一堂に公開しま
す。

☎0767-22-5998

志賀町

＊

［日 時］ 11月11日㈰ 13：00 〜
［場 所］ 能登ロイヤルホテル（志賀町矢蔵谷）
［チケット］ 前売り：1,500円 当日：2,000円（小学生以下無料）

＊

講演会

［日 時］ 11月13日㈫ 14：00 〜 16：00
［場 所］ ラピア鹿島（中能登町井田）
［演 題］
鍋 山 古 墳・ ガ ラ ボ
山 古墳について
［講 師］
谷内尾 晋司 氏

宝達志水町

産 業
七尾港の改修に係る負担金……………………………… 2,019万９千円
企業立地推進員の情報交換や連携強化………………………58万１千円
教 育
放射線測定器の購入（各中学校１台）………………………51万２千円

＊

日本画展

間］ 11月11日㈰まで 10：00 〜 17：00
所］ 押水図書館（宝達志水町小川）

宝達志水町出身の日本画家
谷善徳初の郷土作品展。
100号を超える大作も展示
されます。
宝達志水町の芸術を愛
する会（山田）
☎080‑3749‑3663

平成24年度９月補正のあらまし
補正予算額（一般会計）３億7,030万７千円
主な事業

雨の宮能登王墓の館（宮崎・山森） ☎72-2202
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■永年勤続七尾市スポーツ推進委員(10年表彰)
羽左間 伸一、森 清一、福島 正一、山本 正秋
橋向 喜久枝、大崎 ゆかり、岡本 千里、
岩城 喜代美、青地 則子、筆安 茂、遠藤 毅
久田 夏子、山田 之成、時國 忠宏、赤坂 幸美
中谷 実、小林 成子、間長 克介
総務課 ☎53-1111
…

中能登古墳友史会
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■永年勤続七尾市統計調査員(15年表彰)
西尾 惠美子、齊藤 幸子、磯部 和子
梨田 忠信、松本 芳直、田治 康子

☎0767-32-1111

中能登町

［期
［場

■永年勤続七尾市町会長(15年以上退任表彰)
武田 幸藏

■永年勤続七尾市水道検針員(15年表彰)
後藤 純一、中村 勝美、小川 夏江

これでもか！太鼓
〜大地よ轟け 人よ響け〜

谷善徳

■永年勤続七尾市農業委員(10年表彰)
林 功、山田 重隆、髙橋 憲夫

■永年勤続七尾市交通安全推進隊員
(20年表彰) 宮本 義典、飛彈 和男
(10年表彰) 細田 良弘、田近 外夫

羽咋市歴史民俗資料館

志 賀 町 内 の11チ ー ム
が太鼓を披露します。
特別ゲストに宮城県
の女川潮騒太鼓轟会
と石崎豊年太鼓響友
会が出演します。
志賀町商工観光課

■永年勤続七尾市議会議員（10年表彰）
永崎 陽、松本 精一

健康・福祉・医療
浜岡保育園の改築工事……………………………… １億4,913万４千円
※内訳 石川県 9,942万３千円
七尾市 4,971万１千円
不活化ポリオワクチンへの変更にともなう委託……… 1,679万８千円
生活環境・都市基盤
公共施設などの海抜表示プレートや避難誘導看板
一時避難場所看板の設置…………………………………… 585万８千円
７月６日梅雨前線豪雨災害などの道路・河川の復旧工事
……………………………………………………………… 2,187万７千円
企画財政課 ☎53-8455

