
「あいの風海岸清掃統一活動」
による海岸清掃への協力
　海岸一斉清掃を実施します。
地球規模で環境問題への関心が高
まっているなか、美しい渚と沿岸
漁業資源の保全が目的です。
　特に今年は、７月１日㈰を重点
日として崎山・南北大吞・能登島
地区を対象として行います。ご協
力をお願いします。
　なお、ほかの地区・各種団体な
どで海岸清掃を行う場合には、ゴ
ミ袋を提供します。お問い合わせ
ください。

　環境安全課　☎53-8421
　　農林水産課　☎53-8422
　　　　　　   …  　 　　　　　

親子カヌー教室
　カヌー遊びを通して水辺の安全
を学びながら、親子の絆を深めま
せんか。
■日時　第１回　６月24日㈰
　　　　第２回　９月２日㈰
　　　　９：30 ～ 12：00
■場所　城山水泳プール
■講師　Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　インストラクター
■会費　各回1,000円
■備考　各回、親子15組限定
　　　　（先着順）

　七尾総合市民体育館
　　☎53-4242
　　　　　　   …  　 　　　　　

県政出前講座
　石川県が行っている各種取り組
みを職員が出向いて説明します。
■日時　毎日
　※所要時間は１時間程度
■費用　無料
　※会場は申込者が用意。
■対象　おおむね10人以上の団体
　※営利目的、政治・宗教団体は不可
■申込方法　申込書に必要事項を

記入しFAX、郵送などで提出。
　石川県広報広聴室

　　☎076-225-1362

木造住宅の耐震化を支援します
　対象住宅は、昭和56年５月31日
以前に、着工された民間住宅です。

（延べ面積の１／２以上を住宅と
している併用住宅も対象となりま
す。）

■補助内容
　耐震アドバイザー派遣　無料
　耐震診断　　　診断費の２／３
　　　　　　　　限度額　10万円
　耐震設計　　　設計費の２／３
　　　　　　　　限度額　20万円
　耐震改修工事　工事費の２／３
　　　　　　　　限度額　130万円
※各補助金は、平成25年３月末
　までの完成でお願いします。
■地震防災マップは、七尾市ホー

ムページや窓口で閲覧ができま
す。

　都市建築課　☎53-8429
　　　　　　   …  　 　　　　　

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、長方形型)

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）、車イス、リヤカー
※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

七尾市議会の日程
６月12日㈫　10：00 ～提案説明
６月18日㈪　10：00 ～一般質問
６月19日㈫　10：00 ～一般質問
６月26日㈫　14：00 ～採決など
※議会会議録は、図書館や七尾市
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）

　議会事務局　☎53-8433
　　　　　　   …  　 　　　　　

９月から不活化ポリオワクチン
の接種が開始されます！
　９月から従来の生ポリオワクチ
ン予防接種（集団）を不活化ポリ
オワクチン予防接種（個別）に変
更します。生ポリオワクチンの集
団接種は８月までです。
■個別接種の対象となる人
　　７歳６カ月未満（９月１日現
　在）で、生ポリオワクチンを未
　接種、または１回だけ接種した
　人。対象者には後日通知します。

　健康推進課　☎53-3623
　　　　　　   …  　 　　　　　

４月１日から子ども手当が児童
手当に変わりました
■振込日
　年３回、原則として10日に前月
分までを指定口座に支払います。
６月８日㈮　２～５月分
10月10日㈬　６～９月分
２月８日㈮　10 ～１月分
■現況届
　　監護状況や所得の確認をする
　ため毎年６月中に提出していた
　だきます。５月末に受給者に通
　知しますので必ず提出してくだ
　さい。
　　平成24年１月２日以降に転入
　した人は平成24年度（23年中）　
　児童手当用所得証明書が必要に
　なります。

　子育て支援課　☎53-8445
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いらっしゃいませ！
『のじマーケット』開催日程

　地域社会や中心市街地の活性化
を目的として、今年も次のとおり
開催します。
■日時　６月24日㈰　８月26日㈰
　　　　９月23日㈰
　　　　８：00 ～ 13：00
■場所　御祓川付近
■出店者募集
　『のじマーケット』の目的や運
営方針に賛同いただける人なら大
歓迎。

　七尾☆のじマーケット
　　実行委員会　☎080-3761-4255
　　　　　　   …  　 　　　　　

世界農業遺産「能登の里山里海」
ロゴマークを利用しませんか！
　世界農業遺産「能登の里山里
海」を市内外にPRするため、世
界農業遺産活用実行委員会ではロ
ゴマークを作成しました。
　利用には事前申請が必要です。
利用を希望される場合は、下記ま
でお問い合わせください。
　なお、利用の詳細は、以下の「世
界農業遺産ポータルサイト」でご
確認ください。
　 世界農業遺産　ロゴマーク 検索

　世界農業遺産・６次産業化
　　推進総室　☎53-8005
　　　　　　   …  　 　　　　　

早朝太極拳
　早朝、気持ちよく太極拳をしま
せんか？年齢、性別、経験を問わ
ずどなたでも参加できます。
■日時　６月17日㈰～９月の毎週
　　　　日曜日
　　　　７：30 ～８：00
■場所　七尾マリンパーク
　　　　（能登食祭市場横）

　七尾市太極拳協会　中村
　　☎53-0300

まちなかで家を建てよう！
　中心市街地で、前面道路が４ｍ
未満の市道である敷地を、道路中
心線から３ｍ以上後退させて（後
退部分は七尾市に寄付または売
却）住宅を新築または建て替えす
る場合に、奨励金を交付します。
■奨励金
・用地取得費の10％【新制度】
　（上限50万円）
・既存住宅解体費の50％
　（上限50万円）
・住宅建設費に係る借入の10％
　（上限100万円）
・共同住宅建設設計費の50％
　（上限100万円）
・共同住宅１住戸あたり100万円
　（上限建設費の10%）

　都市建築課　☎53-8429
　　　　　　   …  　 　　　　　

調理師を目指しませんか！
調理師試験講習会・
試験を行います
調理師試験準備講習会　全４日間
■日時　７月26日㈭
　　　　　　27日㈮
　　　　８月２日㈭
　　　　　　３日㈮
　　　　９：00 ～ 16：00
■場所　羽咋勤労者
　　　　　　総合福祉センター
■料金　24,900円（教材含む）

　石川県調理師会羽咋支部
　　☎080-8695-7876（山田）
　　　　　　   …  　 　　　　　

石川県調理師試験
■日時　８月31日㈮
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　金沢大学自然科学本館
■願書提出期限　６月18日㈪
　　　　　　　～６月25日㈪
　　　　　　９：00 ～ 17：00

　能登中部保健福祉センター
　　☎53-2482
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羽咋市 ＊

初夏を彩る文化祭
［日　時］　６月７日㈭～ 11日㈪
［場　所］　コスモアイル羽咋ほか
［内　容］

芸能発表をはじめ、い
け花や書道、写真、絵
画などを展示します。

　羽咋市生涯学習課　☎0767-22-9331

志賀町 ＊

第10回初夏の文化祭
［日　時］　６月23日㈯～ 24日㈰
［場　所］　富来活性化センター
［内　容］

盆栽・絵画・写真の展
示（23日～ 24日）
よさこい踊り・民謡な
ど の ア ト ラ ク シ ョ ン

（24日）

　志賀町生涯学習課　☎0767-32-9350

中能登町 ＊

石動山開山祭
～能登ふるさと博のイベントも同時開催～

［日　時］　７月７日㈯　14：00 ～ 19：00
［場　所］　石動山大宮坊、伊

い

須
す

流
る

岐
ぎ

比古神社
［内　容］

開山祭、講演会（講師：
東四柳氏）、
キャンドルライト、
蔵コンサート

　中能登町企画課　☎ 74-2806

宝達志水町 ＊

健康まつり
楽しみながら、健康づくりの第一歩を踏み出しましょう。

［日　時］　６月10日㈰　9：00 ～
［場　所］　宝達志水町民センターアステラス
［内　容］　

体内測定、
ノルディックウオーク
など

　宝達志水町保健予防課　☎0767-28-5526
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