
N A N A O  I N F O R M A T I O N

お客さまサービス向上に努めます

七尾市上下水道料金お客さまセンター

TEL  0767－53－8431

　ケーブルテレビななお自主放送９
ｃｈでお届けしている「七尾市 デー
タ放送」は、内容を充実して４月１日
から放送を開始しています。

　自主放送にチャンネルを切り替え
ると、自動的にデータ放送が表示さ
れます。リモコンの十字キー操作
で、簡単にご利用いただけます。
・行政情報…お知らせやイベント情
報が随時更新されます。
・防災情報…地震・津波情報、気象
警報を素早くお知らせします。
・くらしの情報…各公民館や小中学
校からの情報が掲載されます。
・気象情報…七尾市５カ所の予報と
観測実測値データをお届けします。
　 ケーブルテレビ推進室
　 ☎84-0155

　けしの仲間は、春から初夏にかけ
て色鮮やかな美しい花を咲かせる
ものが多く、ガーデニングや切り花
用として人気があります。
　しかし、けしの仲間には法律で栽
培が禁止されているものがありま
す。植えてはいけないけしを発見し
た場合は、能登中部保健所または、
警察署にご連絡ください。
植えてはいけないケシの見分け方

　 能登中部保健所　☎53-2482問
問

問

問

問

　昼は花山車、夜は提灯山車に組み
立てられます。勇ましい山鹿流出陣太
鼓に囃され、約８トンの山車が激しくぶ
つかり合う「かっちゃ」は見ものです。
■日時　５月15日（水）
■場所　高岡市伏木地内山町一帯
■曳出　（昼の部）11：00
　　　　（夜の部）18：40～24：00
■かっちゃ　19：30頃
　　　　　  22：30頃
　 高岡市観光交流課
　 ☎0766-20-1301

　多文化共生サロンは外国の人と地
元の人との交流の場です。外国から日
本に来て友達や話し相手が欲しい人、
いろいろな国の人と話がしたい人など
が気軽に集まっています（申込不要）。
■日時
　毎月第２・４土曜日　10：00～12：00
■場所
　パトリア フォーラム七尾
　※場所・時間が変更になる場合があります。
■行事
　・５月11日（土）
　 一本杉通りを歩こう
　 （花嫁のれん鑑賞など）
　･５月25日（土）
　 巻き寿司づくり
　・６月８日（土）
　 お国自慢（各国紹介）
　･６月22日（土）
　 浴衣の着付け体験
　 カナダデー・フェアの準備
　・７月１３日（土）
　 港祭り総踊りの練習
　・７月２７日（土）
　 日本と世界の夏の過ごし方
　・８月　お休み
※都合により変更となる場合があります。

　 市民男女協働課
　☎53-8633　FAX53-1125

　蔵に眠る農機具や古い本、写真
などは私たちの生活や地域の歴史
を伝える貴重な歴史資料です。「こ
んなモノは価値がないだろう」と捨
てる前にまずご相談ください。
■集めているもの
  民具(農具･漁具・職人道具など)、
古文書、古い写真、衣類、ほうろう看
板、生活用具、祭り道具、文房具、古
書・古雑誌、レコード・玩具など
※七尾市文化財資料展示館(矢田
町)は七尾市文化財資料整理室(旧
有隣保育園寿町)に名称変更およ
び移転しました。

　 文化課　☎53-8437
　 文化財資料整理室　☎53-5071

　災害から尊い命、財産を守るため
に、木造住宅の耐震化を支援します。
無料で耐震アドバイザーと市職員が
伺い、自宅の耐震をアドバイスします。
■対象住宅
　昭和56年５月31日以前に着工
の民間住宅（延べ面積の1/2以上
を住宅としている店舗や事務所な
どの併用住宅も対象となります。）
■補助内容
　・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
※地震防災マップは、市ホームページ
および都市建築課で確認できます。
　 都市建築課　☎53-8429

多文化共生サロン・サラダボウル
－５月～８月の予定－

お知らせ

ご自宅にありませんか？
「懐かしいモノ、古いモノ」を
集めています

問

子ども医療費通院助成を
中学生まで拡大

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～

　４月診療分から、子ども医療費助
成の対象年齢が「通院」の場合は
「中学校卒業まで」に拡大されます。
■医療費助成対象者

※小・中学生の通院分医療費は月
1,000円の自己負担があります。
（入院の自己負担はありません。）
※領収書の有効期間は１年間です。
■申請に必要なもの
　お子さんの保険証、保護者名義の通
帳、領収書（保険証・口座情報登録済み
の人は領収書のみで申請可能です。）
　 子育て支援課　☎53-8419

ゴルフバッグ(黒)、柔道着(Lサイズ・男性
用)、体操服（東部中学校用、男子、Oサイ
ズ(180cm）上下）、学習デスク(本棚・い
す付)、ランドセル(男子用・3個)、お膳(中)

タンス（大）、剣道防具一式・袴（共
に150㎝以上）、大正琴、ベビー
カー、いす(背もたれつき)、テーブル
(一人用)、二段ベッド、ひまわり保育
園用制服関係（制服・体操着・かば
ん、サイズ不問）、車いす
※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
課までご連絡願います。
　 環境課　☎53-8421

■日時　５月24日（金）
　　　　15：00～17：00
■場所　中島市民センター
■日時　６月19日（水）
　　　　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
※公務で中止になる場合があり
ます。

　 広報広聴課　☎53-8423

　5月から、母子家庭、父子家庭、寡
婦の生活の安定を図るため、就労
活動、疾病などの社会的理由により
日常生活を営む上で支障が生じた
場合、支援員が訪問し生活援助ま
たは子育て支援を行います。
　詳しくはお問い合わせください。
　 子育て支援課　☎53-8445

　広報ななお４月号P13に掲載した
「平成25年度七尾市役所の新組
織」で、次のとおり誤りがありました。

七尾消防本部（誤）
↓

七尾鹿島消防本部（正）
お詫びして訂正します。

　 広報広聴課　☎53-8423

ゆずります

ゆずってください

問
問

問

問

問

伏木曳山祭「けんか山」地域の情報は「データ放送」で！

データ放送って何？と思われた人！

我が家の地震対策は大丈夫？
植えてはいけない「けし」の花、
あなたの家の周りに咲いて
いませんか？

不用品活用銀行

広報ななお４月号記事訂正

ひとり親家庭を支援します！
相
談
シ
テ
ネ
！

気象情報画面 メニュー画面（自動表示）

葉が茎を
抱き込んで
いるもの

変更前

通院

入院

変更後
12歳到達の
年度末まで

15歳到達の
年度末まで

15歳到達の
年度末まで 変更なし

志賀町

中能登町

宝達志水町

　志賀町出身の漫画
家、三山節子さんの作
品集の完成を記念し
て、貴重な原稿や作品
の原画展を開催します。

［場所］ 志賀町立図書館
［期間］ 5月1日（水）～6月16日（日）まで
［開館時間］ 9:30～18:00（土日祝・9:30～17:00）
［休館日］月曜日

     志賀町立図書館
　  ☎0767-32-1740
問

「三山節子」作品集 原画展

　歴史ある唐
戸山で力と力
の熱戦が繰り
広げられます。

第９０回石川県青年団相撲大会
［日時］ 6月9日（日）9:00～
［場所］ 唐戸山相撲場（羽咋市南中央町）

羽咋市

      羽咋地区青年団事務局
　　☎0767-22-6226
問

［日時］ 5月19日（日）10:00～
［場所］ つばさの会（中能登町良川地内）

     つばさ祭り実行委員会
　  ☎74-2055
問

みんな集まれ！つばさ祭り

　アトラクショ
ンや模擬店、バ
ザーなどを開
催！どなたでも
参加できます。

宝達山「春のフォトコンテスト」
［テーマ］　宝達山の春の訪れ
［応募規定］・一人2点まで
  ・プリントされたＡ４サイズの作品
   （作品は返却しません）
［申込期限］6月30日（日）

      宝達志水町役場ふるさと振興室
　　☎0767-29-8250
問
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