
参加者
募集中

11月は児童虐待防止推進月間
「虐待をなくそう
  あなたの愛が子どもの
　　　　笑顔を守ります」
～オレンジリボンキャンペーン～

さしのべた
その手がこどもの　命綱

　オレンジリボンは、児童虐待防
止のシンボルです。あなたのその
一報が、子どもを救います。
　虐待が心配される子どもを見つ
けた人、子育てで悩んでいる人は
気軽に連絡してください。
問 子育て支援課　☎53-8445
　 健康推進課　☎53-3623
　 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482
　 七尾児童相談所
　 ☎53-0811
　 七尾警察署
　 ☎53-0110
　 Let's Call．．
　オアシスライン　☎52-0783　

オレンジリボン
親子ふれあいイベント
■日時　11月30日㈯
　　　　13：30 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　中ホール
■内容　人形劇
　　　　手遊び
　　　　体操
　　　　工作
　　　　ゆるキャラ来場など
■対象　幼児、小学生とその家族
■参加費　無料
問 子育て支援課　☎53-8445

住生活総合調査に
ご協力ください
■住生活総合調査とは？
　  居住環境の実態や、居住者の意
向・満足度を総合的に調査する
ものです。

■調査結果は何に利用するの？
　  皆さんの豊かな住生活を実現す
るための資料として、国や県・
市町の住宅政策や行政施策、学
術研究などに利用されます。

■実施機関　国土交通省
■調査期日　12月 1 日㈰
■  調査対象　10月に総務省が実施
した「平成25年住宅・土地統計
調査」の対象となった世帯から
選ばれた世帯が対象です。

■  調査方法　 統計調査員が訪問
し、調査票を配布回収します。

■  主な調査項目　お住まいの住宅
や住宅周辺の環境、住み替え・
改善の意向などを調査します。

問 都市建築課　☎53-8429

11月 9 日㈯～ 15日㈮は
秋季全国火災予防運動
住宅用火災警報器は命を守る
「切り札」です
　平成18年 6 月から、住宅用火災
警報器設置が義務付けられていま
す。
住宅用火災警報器Ｑ＆Ａ
Ｑなぜ寝室に設置が必要？
Ａ  近年の住宅火災による死者は、
逃げ遅れが最も多く全体の約 6
割を占めています。就寝時間帯
が最も多く、煙を吸い込み一酸
化炭素中毒で動けなくなること
が原因です。
　  このため、最小限の対策で効果
が期待できることから寝室に住
宅用火災警報器を設置すること
になりました。さらに、寝室が
2階などの場合は１階へ通じる
階段室にも設置することになっ
ています。

問 七尾鹿島消防本部　☎53-0119

　

「ともに歩もう　市民のつどい」
～つなげよう市民の輪
　　　広げようしあわせの和～
■日時　11月24日㈰14：00 ～
■場所　フォーラム七尾　
■内容　表彰式
　　　　市民のねがい絵画
　　　　  市民のねがい花いっぱい

コンクール
　　　　人権啓発標語
【人権＆男女共同参画講演会】
■講師　
　中澤まゆみ氏
　    （ノンフィクション・ライター）

■演題　  「あなた、わたしがいなく
なっても大丈夫？」

■入場料　無料
問 市民男女協働課　☎53-1112

世界農業遺産　「能登の里山里海」を走ろう世界農業遺産　「能登の里山里海」を走ろう

能登和倉万葉の里
マラソン 2014

2014.2014.33..2323  SUNSUN..
申込期限申込期限1212月月2020日㈮日㈮
■■申込方法申込方法
　  インターネットまたは、携帯サイト　  インターネットまたは、携帯サイト
からお申し込みください。からお申し込みください。
　※  申し込み後の種目変更、参加料の　※  申し込み後の種目変更、参加料の
返金はできません。返金はできません。

　※ 　※ 定員に達し次第、締め切ります。定員に達し次第、締め切ります。

　　 RUNNET 検索

問 能登和倉万葉の里マラソン大会 能登和倉万葉の里マラソン大会
　 組織委員会事務局　 組織委員会事務局（観光交流課内）（観光交流課内）
　 ☎53-8436　 ☎53-8436

種目 参加資格 参加料 定員
マラソン
（42.195㎞）

登録の部・一般の部
※18歳以上（高校生は除く） 6,000円 5,000人

10㎞ 一般・高校生
※15歳以上（中学生は除く） 3,000円 2,000人

5 ㎞ 高校生・中学生 3,000円
定員なし親子ペア

（1.2㎞）
親子ペア

※小学生とその親 3,000円

ウオーク
（11㎞）

どなたでも参加できます 1,500円
（小学生以下100円） 300人

ウオーク
（ 5㎞）

税務申告に関わる記帳・
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　11月18日㈪
　　　　 9：30 ～ 11：30
■場所　中島市民センター
■日時　11月21日㈭
　　　　 9：30 ～ 11：30
■場所　七尾商工会議所
■内容　  売り上げなどの収入や仕

入れ、必要経費の説明
■対象　  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。
問 七尾税務署　☎52-3381

ななおＩＣＴ利活用
高齢者・来訪者などに優し
く住みたい街づくり事業
　ICT（情報通信技術）を活用し
た「ななおＩＣＴ利活用の高齢者・
来訪者などに優しく住みたい街づ
くり事業」のフィールド実証を11
月から開始します。
　能登食祭市場や一本杉通り、和
倉温泉などの観光施設、七尾サン
ライフプラザなどに、公衆無線
LANサービス（Wi-Fi（ワイファ
イ））のフリースポット20カ所を設
置します。スマホのカメラをイベ
ントのポスターにかざすと紹介動
画が閲覧できるスマートフォン向
け観光案内、災害時の現在位置か
らの非難場所や経路、最寄の市内
バス停までの経路や発車時刻な
ど、手軽に情報が受け取れます。
　また、市民シンポジウムを開催。
ゲストに金沢星陵大学大藪教授を
招くほか、ICTを活用した街づく
りや本事業をご紹介しますので、
ぜひ参加してください。
【市民シンポジウム】
■日時　11月11日㈪19：00 ～
■場所　七尾美術館
詳しい内容は
のとNAVI 検索
問 七尾商工会議所　☎54-8888

2014年版「石川県民手帳」
発行
　過去 5年間の毎日の天気や郷土
の主な催し、石川県の自然や産業、
各市町の見どころなど、県内の統
計情報が満載の使いやすい手帳で
す。次の販売先でお求めください。
■価格　 1冊450円
■販売先　七尾市役所総務課
　　　　　市民センター
　　　　　カーマホームセンター
　　　　　コメリホ－ムセンター
問 総務課　☎53-1111

能登地域合同企業説明会
「のと就職フェア」
参加企業募集！
■日時　12月26日㈭13：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
■申込期限　11月11日㈪
※応募多数の場合は先着順
※参加費は無料
■  対象企業：能登地域（宝達志水
町以北）に事業所がある企業

※詳細はお問い合わせください。
問 石川県商工労働部産業立地課
　 ☎076-225-1517

　

18七尾ごころ19 七尾ごころ


