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（ＪＲ和倉温泉駅前）

国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です！
　国民年金保険料の納付には口座
振替がご利用になれます。
　月々 50円割引される早割制度
や、現金納付より割引額が多い前
納制度もあり、大変お得です。
■申込場所　  ご希望の金融機関、

年金事務所、市民課
■持ち物　　  年金手帳、通帳、金融

機関届出印
問   七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　　　　　☎53-1265

市長談話室
～市政への想いやアイデアを
お聞かせください～
■日時　10月28日㈪
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　田鶴浜市民センター
■日時　11月12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
※ 公務のため中止になる場合があ
ります。

問   広報広聴課　☎53-8423

遠く離れて暮らす家族の
遠隔看護について
意見交換をしませんか？
～市民公開講座

参加者募集～
　日本ルーラルナーシング（里山
里海看護）学会では、遠く離れて暮
らす家族の絆と健康を支える遠隔
看護支援システム事例の紹介と、
その体験をする市民公開講座を開
きます。
　家族介護の不安解消についての
意見交換も行ないますのでお気軽
にご参加ください。
■日時　10月13日㈰
　　　　16：00 ～ 17：00
■場所　和倉温泉観光会館
■講師　長野県看護大学
　　　　北山秋雄　教授
■費用　無料
問   石川県立看護大学
　 ☎076-281-8374
　 健康推進課
　 ☎53-3623

住民基本台帳
ネットワークシステム
を利用する業務の休止
　機器更新のため、住民基本台帳
ネットワークシステムを利用する
業務ができません。ご理解くださ
いますようお願いします。
■休止日　10月30日㈬
■業務休止内容
　・住基カードの手続きなど
※ 戸籍や住民票などの発行は、通
常通りできます。

問  市民課　☎53-8417

　

食品事業者
表示適正化技術講座
　農林水産省では、食品の製造、流
通（小売、卸、輸入）業者を対象に食
品表示の基本的な内容を学ぶため
の講座を開催します。
　新規に食品事業に参入される
人、新たに食品表示の担当者にな
られた人におすすめです。
■日時　11月12日㈫
　　　　13：00 ～ 16：45
■場所　  石川県立生涯学習センター
　　　　能登分室（能登空港4階）
■定員　　50人
■参加費　無料
■申込期限　11月 5 日㈫
問   北陸農政局消費・安全部表示・
規格課　☎076-263-2161

　

能登半島地震復興基金
平成26年度事業説明会
　（財）能登半島地震復興基金の事
業説明会を開催します。
■日時　10月16日㈬10：30 ～
■場所　能登中部保健福祉センター
■対象者　  能登の活性化に取り組

む県内の民間団体
※詳細はお問い合わせください。
問  （財）能登半島地震復興基金
　 （石川県庁地域振興課内）
　 ☎076-225-1317

　

不用品活用銀行
■ゆずります
　  学習デスク（ 2脚）、ランドセル
（男子用・ 3つ）、お膳（中）、パイ
プベッド、マットレス（ 2つ）、食
器棚（高さ180㎝）、机（ 2脚）、背
もたれつき座椅子
■ゆずってください
　  ひまわり保育園用制服関係（制
服・体操着・サイズ不問）、車い
す、大人用三輪車（ 2台）、地図帳
（小学 5 ～ 6年生用）、チャイル
ドシート、ソファー（ 2 ～ 3人
掛け・足付）、むしろ編み機
　※電気製品は取扱不可
　※登録期限は 6カ月
　※ 交渉の成立・不成立は必ず環
境課までご連絡ください。

問 環境課　☎53-8421

　

七尾学講座　
～わたしたちの住む七尾をもっと“身近に感じる”～
『ヘリテージング　―七尾の鉄道遺産を巡る―』
　明治31年に開通した七尾鉄道の線路跡や駅跡を巡り、近代七尾が歩んでき
た経済発展への道のりをたどりませんか。
■日時　11月 4 日（月・祝） 8：50集合
■場所　七尾市役所
■日程　出発 9：00 ～七尾市内～帰着12：00（マイクロバス、徒歩）
■行先　七尾停車場跡（本府中町）、七尾港駅跡（矢田新町）、
　　　　日本最古のタンク体（矢田新町）　ほか
■定員　20人
■参加費　100円（保険料含む）
■申込期限　11月 1 日㈮

【七尾検定2013】
郷土を学ぶ良い機会ですので、受験してみませんか。
■日時　11月17日㈰10：00 ～ 11：30（受付 9：00 ～ 9 ：45）
■場所　七尾サンライフプラザ　第24会議室
■申込期限　10月18日㈮
※詳細は、図書館などにある「実施要項」をご覧ください。
問  七尾検定実行委員会（文化課内）　☎53-8437

県民公開講座　講演会
「かむかむパワーで脳活性」
　お口のケアは生命のケアです。
脳を健やかに保つために何が大切
か、食べる（かむ）
ことと脳との興味
深い関係について
学びませんか？お
気軽にご参加くだ
さい。
■日時　11月10日㈰　
　　　　13：30 ～ 15：00
■場所　七尾美術館アートホール
■講師　  泰羅雅登　氏（東京医科

歯科大学大学院教授）
■費用　無料（申込不要）
問 石川県歯科医師会
　 ☎076-251-1010
　 健康推進課　☎53-3623

羽咋市

羽咋市文化祭
［日時］　11月 2 日㈯～ 3日㈰
　　　　 9：00 ～ 17：00（ 3 日は16：00まで）
［場所］　羽咋体育館（羽咋市鶴多町）ほか
　地元団体によ
る芸能発表をは
じめ、菊花や盆
栽、書道などを
展示します。
問 羽咋市生涯学習課　☎0767-22-9331

志賀町

りんご狩り
［日時］　10月中旬～12月初旬
　　　　 9：00～ 16：00
［場所］　いのちの里香能の丘
　　　　～志賀町とぎ実験農場～（志賀町香能）
［販売価格］　500円／kg

　もぎたての美
味しさを味わえる
真っ赤に実ったり
んご。りんご狩り
を存分に楽しみ
ませんか。10月中旬は千秋、その後、陽光、
王林、ふじが収穫できるようになります。
問  志賀町とぎ実験農場　☎0767-42-2617

中能登町

雨の宮古墳祭り
［日時］　10月20日㈰　10：00 ～ 14：00
［場所］　雨の宮能登王墓の館（能登部上）　
［内容］
・  出土品の特別展示
・  古墳めぐりクイズ
ラリー（仮称）
・  織姫との写真
撮影・衣装の
試着
問  中能登町企画課　☎74-2806

宝達志水町

「新しい書の美」展 新しい書の表現を求めて
［日時］　10月18日㈮～ 27日㈰
　　　　10：00 ～ 17：00（月曜休館）
［場所］　押水図書館（宝達志水町小川）
［出品作家］　富

ふ しゅう

（宝達志水町出身書家）

問   宝達志水町の芸術
を愛する会（山田）

　 ☎080-3749-3663

「お熊甲祭」第三版発刊
　お熊甲祭を紹介したガイドブッ
クを作成しました。
　これまでの内容を基本にしなが
ら、できる限り現状にあった内容
に訂正し、カラー写真を多く掲載
した読みごたえのあるガイドブッ
クに仕上がりました。
　祭り会館などの文化財施設で
1,200円（税込）で販売しています。
問  文化課　☎53-8437

ちょんこ山広報センター
　今年もちょんこ山に関する展示
会を開催します。
■日時　11月 3 日（日・祝）
　　　　10：00 ～ 16：00
■場所　けいじゅ一本杉
■  主な展示品
　  　人形（亀山町）、各町の由緒品、
ＤＶＤの放映、絵馬、写真パネ
ル、冊子「ちょんこ山物語」など

問   ちょんこ山保存会
　 宮下　☎090-2035-5029
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