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夏の国宝瑞龍寺
夜の祈りと大福市
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に合格や恋愛成就、無
病息災などの祈願をしていただく
ものです。
　また、大福市を開催し、食べ物や
イベントにちなんだ縁起物の販売
をします。
■日時　 8月10日㈯～ 11日㈰
　　　　18：30 ～ 21：30
■場所　国宝瑞龍寺
問  瑞龍寺夜の祈り実行委員会
 　☎0766-22-2226

氷見市イベント情報
海岸清掃ボランツーリズム
　海岸清掃ボランティアに参加し
てみませんか？終了後はバーベ
キューを開催。みんなですてきな
夏の思い出を作りましょう。
■日時　 8月24日㈯11：00 ～
■場所　島尾キャンプ場周辺
■参加費　500円
■定員　50人（先着順）
■申込期限　 8月21日㈬
問  氷見市観光協会　☎0766-74-5250

妊婦さんの風しん予防に予
防接種費用を助成！
■  対象者　七尾市民で「妊婦の配
偶者」または「昭和43年 4 月 2 日
から平成 7年 4月 1日までの生
まれで、妊娠を希望する女性」
■申請期限　平成26年 3 月31日㈪
※  助成は、平成25年 4 月 1 日以降
に接種した人が対象

※  申請が必要です。詳細は市ホー
ムページまたはお問い合わせく
ださい。

問  健康推進課　☎53-3623

児童扶養手当・ひとり親
家庭等医療費の現況届は
お早めに
　児童扶養手当を受給または支給
停止している人、ひとり親家庭等
医療費の資格登録をしている人
は、現況届を提出してください。
　提出がない場合は、手当の支払
いが一時差止められ、受給資格が
なくなる場合がありますので、ご
注意ください。
■手続きに必要なもの
　・印鑑
　・健康保険証
　・  世帯分離している同居者の住

民票謄本
　・  児童扶養手当証書・ひとり親

家庭等医療費受給資格証（交
付を受けている人）

　・  そのほかの書類（理由によっ
て必要な場合があります）

※  平成25年 1 月 2 日以降に転入さ
れた人は、平成25年度所得証明
書が必要です。

■提出期日　 8月30日㈮
問  子育て支援課　☎53-8419

オーケストラ・アンサンブル金沢
石川県縦断コンサート七尾公演
　オーケストラ・アンサンブル金
沢設立25周年を記念して、等伯と
OEK、時代を超えた共演が実現！
■日時　 9月 8日㈰14：00 ～
　　　　（開場13：30）
■場所　七尾美術館アートホール
■定員　200人
　　　　（無料ですが、整理券が必要）
※ 8月10日㈯から石川県七尾美術館
または石川県立音楽堂チケット
ボックスで整理券を配布します。
※室内楽（弦楽）となります。
問  オーケストラ・アンサンブル金沢
 　☎076-232-0171

「等伯の里、盆おどり」
　旧盆期に家族そろって、盆踊り
に参加しませんか？
■日時　 8月13日㈫、14日㈬
　　　　18：00 ～
　　　　盆踊りは19：30 ～
■場所　パトリア、ミナ.クル前
■内容　  櫓のまわりには、飲食ブー

スなどが出店します。
問  七尾駅前活性化協議会事務局
　 ☎54-0770

イベント

ジュニア＆レディースゴル
フスクール【初心者歓迎！】
■日時　 8月17日㈯～毎月第3土曜日
　　　　18：00 ～ 20：00
■場所　エビアンゴルフ倶楽部
■講師　日本プロゴルフ協会
　　　　トーナメントプレーヤー
　　　　会員　山下英章氏
■対象　小学生～高校生、女性
　　　　  （市内在住または市内に

通学の生徒および市内在
住または勤務の女性）

■参加費　 1回2,000円（ボール代込み）
■申込期限　受講日の 1週間前
問  七尾市ゴルフ協会　☎57-3636

お知らせ

防災ラジオの個人申込受付中！
　防災ラジオの個人申し込みを受
け付けます。団体申し込みをしな
かった人もお申し込みください。
■申込期限　10月31日㈭
■費用負担
 1 世帯（ 1台）当たり4,875円
　（市の補助後の金額）
■対象者　市内に住所がある世帯
■申込方法
　  　防災交通課または市民セン
ターにある申込用紙に必要事項
を記入し、防災交通課または市
民センターへ提出してください。
■お渡し時期　10月以降（予定）
※ 聞き間違えなどの恐れがあるた
め、電話での受付は行いません。

※ 2台目からは補助はありません。
問  防災交通課　☎53-6880

災害ボランティアコーディネーター・
災害ボランティア養成研修会開催
　災害時に、災害対策ボランティ
ア現地本部の活動に関わることが
できる、災害ボランティアコー
ディネーターを養成します。
　また、カリキュラムの一部は基
礎的な災害ボランティアの養成を
兼ねています。
■日時
　① 災害ボランティアコーディ
ネーター養成研修会

  9 月28日㈯～ 29日㈰
　　10：00 ～ 16：30
　②災害ボランティア養成研修会
　　 9月28日㈯10：00 ～ 12：00
■場所　七尾市役所
■対象者　  18歳以上の石川県在住

の人
■定員　各コース30人（先着順）
■講師　NPO法人にいがた災害
　　　　  ボランティアネットワーク

事務局長　李仁鉄氏
■費用　無料
■申込期限　 9月13日㈮
問  石川県県民交流課
　 ☎076-225-1365
　   （公財）石川県県民ボランティ
アセンター　☎076-223-9558

特定健診受診の電話勧奨実施
　国民健康保険加入者の特定健診
対象者（40 ～ 74歳）で、健診を受け
ていない人へ電話での受診勧奨を
実施します。
　なお、電話勧奨は次の会社に委
託して行います。
　自分の健康を守るためには、早め
に健診を受けることをお勧めします。
■実施期間　 9月～ 11月
　月～土　　 9：00 ～ 20：00
　日・祝日　 9：00 ～ 17：00
■電話勧奨受託会社
　㈱NTTマーケティングアクト
問  保険課　☎53-8420

福祉・介護の就職フェア開催
　福祉・介護分野への就職を希望
する人が、複数の求人施設の採用
担当者と面談できる合同就職面談
会を開催しますので、お気軽にご
参加ください。
■日時　 8月17日㈯
　　　　13：00 ～ 16：00
■場所　ワークパル七尾
※ 参加申し込みや履歴書は不要で
す。

問  石川県福祉人材センター
　 ☎076-234-1151

七尾市競争入札参加資格
審査申請
（工事・業務・物品など）
　平成25・26年度七尾市競争入札
参加資格審査申請（第 1回追加登
録）の受付を行っています。
■受付期限　 8月30日㈮
※  詳細は、市ホームページに掲載
しています。なお、受付期限以
降の随時受付は行いませんの
で、ご注意ください。
七尾市　入札 検索
問  総務課　☎53-1118

アパートや借家の家賃助
成の申請締め切りは
9月30日㈪まで！
　低額所得の子育て世帯または新
婚世帯に、月額1万円（上限）を最
長 6年間助成します。
■申込期限　 9月30日㈪
　※ 申請期限が過ぎると来年度分
からの助成となります。

■申込方法
　  　申請書を都市建築課まで提出
してください。申請書は、都市
建築課、市民センターにありま
す。市ホームページからもダウ
ンロードできます。
※詳細はお問い合わせください。
問  都市建築課　☎53-8429

いしかわクールシェア
～涼しいとこに　つんだっていかんけ～
　クールシェアとは、夏の省エネ・節電の一つとして、ひとりでのエアコン
を止めて、涼しい場所をみんなでシェア（共有）する取り組みです。
　公共施設やお店など暑さを忘れて過ごせる所を『クールシェアスポット』
といいます。クールシェアスポットでは、ユニークなサービスを用意して
います。
■公共施設でスタンプラリー
　  　クールシェアスポットで、スタンプカードにスタンプを 5つ集めて応
募いただいた人の中から、抽選で素敵なプレゼントが当たります。スタ
ンプカードは各施設にあります。
■クールシェアスタンプラリー対象施設（市内）
　  石川県能登島ガラス美術館、石川県七尾美術館、のとじま水族館、
　いしかわ子ども交流センター七尾館、道の駅能登食祭市場、
　親子ふれあいランドあい・あい・あい、御祓児童館、
　七尾サンライフ児童センター、田鶴浜・中島・のとじま子育て支援センター、
　七尾市城山水泳プール　 シェアマップ 検索

問  環境課　☎53-8421

8 月17日㈯
ミナ.クル市民窓口は
お休みします。
　「ミナ.クル」では毎週土曜日も
窓口業務を行っていますが、シス
テム改修のため、お休みします。
　ご不便をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
問  福祉課　☎53-8463
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