
下水道排水設備工事責任
技術者認定試験
■日時　10月16日㈫　13：30 ～
■場所　石川県地場産業振興
　　　　センター
　　　　（金沢市鞍月2丁目1番地）
■申込期限　７月30日㈪～
　　　　　　８月10日㈮
■実施機関　石川県下水道協会

　上下水道課　☎53-8466
　　　　　　   …  　 　　　　　

下水道が使えます
　６月５日から大和町ヌ部、矢田
町３号の一部で、下水道が使用で
きるようになりました。
　下水道を使用されていない人
は、下水道事業にご理解ご協力を
いただき、早期接続工事をよろし
くお願いします。

　上下水道課　☎53-8466
　　　　　　   …  　 　　　　　

東日本大震災義援金のお礼
　大震災で被災された方々に対
し、市民の皆さんから多くの義援
金をお寄せいただいています。
　市民の皆さんの善意に心から感
謝申し上げます。
■義援金をいただいた個人・団体
のご芳名（敬称省略・順不同）

・蔵谷　弘
・松本　佐智子
・西田　昭二
・大松　博一
・矢田新町婦人会
・チームＡＯＢＡ
・たっしゃで楽しまんかいね
・770のひな人形展開催委員会
・七尾市民音楽祭実行委員会
・公益社団法人七尾青年会議所
・能登和倉万葉の里マラソン大
　会組織委員会
・七尾みなと保育園　
　園長　寺田　彰
・東みなと保育園　
　園長　横川　眞澄美
　福祉課　☎53-8463

七尾市に住民登録されて
いる皆さんへ！
　７月９日から、住民基本台帳
カードなどの取り扱いが一部変わ
ります。
■主な変更内容

・七尾市外へ転出しても七尾市
の住民基本台帳カードを、引
き続き使用できるようになり
ます。

・転入届に必要な「転出証明
書」が不要となります。

※ただし、転出の届け出は今ま
でどおり必要です。

　また、この手続きは有効な住
民基本台帳カードをお持ちの
人に限ります。

・外国人住民が、日本人と同じ
く、住民基本台帳に登録され
ます。

■注意していただくこと
　手続きには「お客様からの届
け出」が必要です。
　また、手続きを行うための「必
要な要件」がありますので、詳
しい内容は事前に受け付けでご
確認ください。
　市民課　☎53-8417

放送大学10月生募集
　放送大学はテレビやラジオの放
送やインターネットを通じて学ぶ
通信制の大学です。
　心理学・福祉・経済・歴史・文
学・自然科学など、幅広い分野を
学べます。
■申込期限　８月31日㈮まで
　・入学説明会
　　７月21日㈯　22日㈰
　　８月18日㈯　19日㈰
　　８月25日㈯　26日㈰
　　10：30～
　・看護学士説明会
　　８月11日㈯・12日㈰
　　９：30～
　・認定心理士説明会
　　８月11日㈯・12日㈰
　　11：00～
■場所　放送大学石川学習
　　　　センター
　　　　野々市市扇が丘7- １
　　　　（金沢工業大学内）

　放送大学石川学習
　　　センター
　　　☎076-246-4029

14広報ななお

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会　～ NHKラジオ生放送～
　「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を開催します。
■日時　７月20日㈮　

・５：30～開場
・６：00～開会
・６：40～閉会、記念品の配布

■場所　七尾市城山陸上競技場
　（雨天時は七尾市城山体育館）
■駐車場　七尾サンライフプラザ、七尾東部中学校、七尾市城山体育館
　　　　　七尾市城山水泳プール、いしかわ子ども交流センター
　　　　　ナッピーモール、ホームプラザナフコ
■参加費　無料
■申込方法　申し込みは必要ありません。

※５：00から七尾市サンライフプラザ発のシャトルバスを運行します。
※できるだけ乗り合わせでお越しください。

　生涯学習スポーツ課　☎53-3661
　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　

ラジオ体操
シンボルマーク

【ラジオ体操坊や】



平成23年度情報公開の状況
■情報公開請求件数の報告
　公開請求受理件数　　　　24件
　内訳

・公開　　　　　　　　　16件
・一部公開　　　　　　　５件
・非公開　　　　　　　　１件
・在否を明らかにしない　０件
・不存在　　　　　　　　１件
・請求取下げ　　　　　　１件
・不服申立て　　　　　　０件

■個人情報の公開請求の報告
　保有個人情報開示請求　　２件
　内訳

・公開件数　　　　　　　２件
・不存在　　　　　　　　０件
・不服申立て　　　　　　０件

※市では、個人情報を保護しなが
ら、皆さんに情報公開するよう
努めています。
　広報広聴課　☎53-8423

　　　　　　   …  　 　　　　　

国民年金保険料免除制度
　国民年金保険料を納めることが
経済的に困難な人は、申請によっ
て納付が全額免除または一部免除
になります。
　平成23年７月分～平成24年６
月分の免除申請受付は平成24年
７月31日㈫までです。
　現在、免除が承認されている
人も平成24年７月分～平成25年
6月分の免除申請が必要となりま
す。
※継続申請で承認されている人は
　毎年の申請は必要ありません。
■持ち物

印鑑・年金手帳
雇用保険受給資格者証または雇
用保険被保険者離職票の写しな
ど（失業した人）

　七尾年金事務所 ☎53-6511
　　　 市民課　　　　 ☎53-1265
　　　　　　   …  　 　　　　　
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羽咋市 ＊

ボランティア♥婚活in羽咋
ちょこっとボランティア　ちょこっと婚活しませんか！

［日　時］　７月22日㈰　10：00 ～ 13：00
［場　所］　コスモアイル羽咋
［対　象］　ボランティ

アに関心のある未婚女
性（20代～ 40代）

［参加費］１,000円

羽咋市ボランティア 検索

　羽咋市社会福祉協議会　☎0767-22-6231

志賀町 ＊

西能登やっちゃ祭り
志賀町、夏の一大イベントを開催。

［日　時］　7月29日㈰　正午～
［場　所］　志賀町役場・道の駅ころ柿の里しか
［内　容］   千昌夫歌謡

ショーや各種団体によ
るステージショー、花
火大会など盛りだくさ
ん。

　志賀町祭実行委員会　☎0767-32-1111

中能登町 ＊

第8回 織姫夏ものがたり
［日　時］　８月４日㈯　14：00 ～ 21：00
［場　所］　レクトピアパーク周辺
［内　容］

鳥羽一郎歌謡ショー、
御陣乗太鼓、熊野水軍
太鼓（三重県紀宝町）、
曳山、獅子舞、総踊り、
花火など
　

　中能登町企画課（鳥屋庁舎）　☎ 74-2806

宝達志水町 ＊

日帰り夏山登山 in 立山
［日　程］　７月29日㈰
［集合場所］

　宝達志水町役場前　
［集合時間］　５：30
［対　象］

　小学４年生以上
［定　員］　50人
［参加費］    5,000円

　押水総合体育館　☎0767-28-4749

超えろ！特定健診受診率　目標６５％
５月31日現在の受診率：４．９％
　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 受付時間

七　尾

７月11日㈬ 七尾サンライフプラザ

８：30～10：00
７月17日㈫ 高階公民館
７月19日㈭ 御祓公民館
７月25日㈬ 徳田公民館
７月29日㈰ 七尾サンライフプラザ

８月８日㈬ 七尾サンライフプラザ ８：30～10：00
13：00～14：00

田鶴浜
７月13日㈮ 相馬公民館

８：30～10：00７月16日㈪ さつき苑
８月５日㈰ サンビーム日和ヶ丘

中　島 ７月28日㈯ すこやか ８：30～10：00

能登島

７月10日㈫
半浦集会所 ８：00～９：00
閨集会所 ９：30～10：30
須曽集会所 13：00～14：00

７月12日㈭
野崎コミュニティセンター ８：00～９：00
鰀目集会所 ９：30～10：30

８月３日㈮ 能登島健康センター ８：30～10：00
※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

↗


