65歳以上の人へ ｢基本チェックリスト｣ で心身の状態をチェック！！
次の人に基本チェックリストを郵送しました。ご自身の心身の状態を
確認するための問診票です。問診項目を記入し、同封の返信用封筒で返
送をお願いします。結果は、３月下旬に封書でお知らせします。
■対象者 徳田・矢田郷・西湊・南大呑・高階・田鶴浜・能登島地区で
要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の人
■提出期限 ２月22日㈮
保険課 ☎53-8451
…

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧

不用品活用銀行

農業委員会委員選挙人名簿を見
ることができます。
■期限 ２月23日㈯～３月９日㈯
※土日の場合は、事前予約必要
■時間 ８：30 ～ 17：00
■場所 総務課
■持ち物 本人が確認できるもの
（運転免許証など）

ゆずります
柔 道 着（Lサ イ ズ・ 男 性 用 ）、 体
操服（七尾東部中学校用、男子、
Oサイズ（180㎝）上下）、組立式
パイプベッド（２台・205㎝×121
㎝×55.5㎝）、チャイルドシート

選挙管理委員会

☎53-1111

…

国民年金保険料の納付は
割引のある口座振替で！
国民年金保険料の納付には口座
振替が利用できます。
月々 50円割引される早割制度
や現金納付で割引額が多い前納制
度もあり大変お得です。
■申込期限 平成25年度の１年前
納、６カ月前納の申し込みは２
月28日㈭まで
※早割制度は随時受付します。
■申込場所 ・希望する金融機関
・七尾年金事務所・市民課
■持ち物 年金手帳、通帳、金融
機関届出印鑑
七尾年金事務所 ☎53-6511
市民課 ☎53-1265
…

『コミュニケーションは
キャッチボール』講演会
精神障害者が地域で安心して生
活するための支援を考えます。
■日時 ３月２日㈯ 14：00 ～
■場所 コスモアイル羽咋
ピアサポートのと ☎54-0808

ゆずってください
学生服（中学男子用150 ～ 160㎝）、
こたつ布団（正方形）、大正琴
環境安全課 ☎53-8421
…

段ボールコンポスト講習会
■日時

２月23日㈯
10：00 ～ 11：00
■場所 ワークパル七尾
■定員 30人
■費用 無料
七尾市快適環境づくり市民
委員会（環境安全課内）
☎53-8421
…

イベント
劇団風の子東北チャリティー公演
ぶたぶたとんだ！
こぶたのパンジーが、お日様を
かくした雲を追い払うため旅に出
て、いろんな国の『空をとべるも
の』に協力する楽しい物語です。
■日時 ３月１日㈮ 19：00 ～
■場所 七尾サンライフプラザ
■料金 500円 ※４歳未満無料
七尾子ども劇場
☎52-0821

お知らせ

平成25年度競争入札参加資格
（建設工事）の主観的事項の受付
競争入札参加資格（建設工事）
における主観的事項の受付を行っ
ています。
■受付期限 ２月28日㈭まで
■対象者
平成25年度七尾市競争入札参加
資格審査申請書を提出した市内Ⅰ
または市内Ⅱの建設工事業者
※申請に関する詳細は、七尾市
ホームページをご覧ください。
七尾市

検索

入札

総務課

☎53-1118
…

市長談話室

女性団体協議会設立65周年
「設立記念講演」開催

～市政への思いやアイデアを
お聞かせください～

お菓子の世界大会で、数々の優
勝経験を持つ七尾市出身の辻口博
啓さんを招いた講演会です。
■日時 ３月３日㈰
13：00 ～ 14：00
■場所 七尾サンライフプラザ
■講師 パティシエ 辻口博啓氏
■演題 今を生きる原点
・私の故郷
■入場料 無料
七尾地域女性団体協議会
☎090-6277-1700（皨昇）

まちづくりに関すること、生活
環境に関することなど、前向きな
アイデアをお聞かせください。
■日時 ２月21日㈭
15：00 ～ 17：00
■場所 中島市民センター
■日時 ３月14日㈭
15：00 ～ 17：00
■場所 七尾市役所
■申込期限 開催日の１週間前
※１組30分以内
広報広聴課 ☎53-8423
広報ななお

10

I N F O R M A T I O N

軽自動車などの廃車・名義変更手続きは4月1日までに！

羽咋市

＊

巨大ひな飾りin菅池町
［期

日］ ３月２日（土）・３日（日）
※常設展示
所］ 羽咋市菅池町内
の棚田

［場

○原動機付自転車（125㏄以下） ○ミニカー（50㏄以下）
○小型特殊自動車（農耕作業用、フォークリフトなど）
【必要なもの】・廃車
所有者の印鑑、ナンバープレート
・名義変更 新、旧所有者の印鑑

都会の大学生と地元住民
による企画！神子原米で有
名になった神子原地区の棚
田に、巨大なひな飾りが出
現します。
羽咋市農林水産課

次の車種（石川ナンバー）の手続きは、次へ問い合せください。

☎0767-22-1116
志賀町

＊

大漁起舟祭

軽自動車検査協会石川事務所

時］ ２月11日（祝・月）10：00 ～
所］ 富来漁港（志賀町西海風戸）

甘エビや加能ガニな
どを販売。新鮮な魚介
類をふんだんに使った
大漁鍋が味わえます。
甘エビが当たる福引
大抽選会も実施！
志賀町商工観光課

☎0767-32-9341
＊

生涯学習のつどい

時］ ２月17日（日）
13:00 ～ 16:30
［場 所］ ラピア鹿島
（中能登町井田）
［内 容］
・パネルディスカッション
・講演 阿藤快（15:00 ～）
「絆を深め、活力ある地域づくり」
［参加費］無料
☎76-1900

宝達志水町

コミュニティカフェ オムライスの郷
［営業日］火曜～土曜（祝日定休）
［時 間］ 11：00 ～ 15：00
［場 所］ さくらドーム21（宝達志水町子浦）

オムライスの郷
☎0767-29-2255
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市民税グループ

☎53-8414
…

「今こそ町内会」力を合わせて支え合いのまちづくり
ななお地域福祉フォーラム2013開催
Ｑ地域福祉のめざす姿は？
Ａ「住み慣れた地域で自分らしく豊かに暮らしつづけられるように
する」ということです。
Ｑそのために必要なものは？
Ａ日頃のお付き合いから生まれる地域（町会）の絆です。
また、災害などいざという時にも頼りになります。
Ｑでも、その絆を強めるにはどうしたらいいのか？
Ａ提案します！「気づき」からはじまる「きずな」づくり

［日

町内のオムライスや
能登地域の観光情報を
発信！

☎076-269-4747

身体障害者などの人には減免の制度があります。
身体障害者などの人は、障害の等級や使用状況などで、軽自動車税の
減免が受けられます。詳しくは税務課までお問い合わせください。
税務課

中能登町

中能登町生涯学習課

○軽二輪車（126㏄～ 250㏄以下）
○二輪小型自動車（251㏄以上）
北陸信越運輸局石川運輸支局 ☎076-291-0531
○軽自動車（軽三輪・軽四輪・トレーラー）

～新鮮な魚介類が富来漁港に集結～
［日
［場

軽自動車税は、４月１日現在の所有者にかかります。
原付バイクや軽自動車の廃車、名義変更の手続きは４月１日までにお
済ませください。
※紛失、盗難の場合でも手続きが必要です。
※４月１日に手続きをした場合
●廃車⇒税はかかりません。●名義変更⇒新所有者に税がかかります。
■市役所・市民センターで手続きできる車種（七尾市ナンバー）

＊

■日 時
■場 所
■手話など
■基調講演

２月24日㈰ ９：20 ～ 12：20
七尾サンライフプラザ 中ホール ■入場料
無料
手話通訳、要約筆記あり
ここがポイント！ご近所パワーで助け合い
講師 住民流福祉総合研究所 所長 木原 孝久 氏
■事例発表 ①人が残り帰って来られる在所づくり
地域支援ネットワークセンター 北 豊弥 氏
②マップづくりで発見！地域の課題。その解決方法は…
野々市市あやめ町内会会長 藤田 雅顯 氏
■パネルディスカッション 「支え合いのまちづくり」を考える
町会長をはじめ地域で活動している人々による意見交換
福祉課 ☎53-8463

