
家族・夫婦・子供の問題、
お金・近隣のトラブルでお困りの方
無料相談会の開催
場所：七尾駅前パトリア（１階特設会場）
日時：11月10日（日）
　　   10時～14時
民事・家事調停委員が対応します。
・金沢地方裁判所七尾支部
・金沢家庭裁判所七尾支部
・七尾簡易裁判所
所管 七尾調停協会 ☎52-4622

マスコット「地蔵くん」

「税を考える週間」
　毎年11月11日から11月17日まで
の期間は「税を考える週間」です。
この機会に、税の仕組みや税の必
要性を考えてみませんか。
　また、これに併せ、小・中学生の
「税についての作品（標語・書道）」の
展示や年末調整説明会を行います。
【小・中学生「税についての作品」】
■展示期間　11月 9 日㈯～
　　　　　　11月17日㈰
■場所　パトリア
■展示内容　標語・書道
【年末調整説明会】
■日時　11月20日㈬
　　　　10：00 ～ 12：00
　　　　13：30 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
問 七尾税務署　☎52-3381

《地域連携　地域発信　地域貢献》
新しい時代をつくる教育の創造　Let's go　七尾東雲高等学校
【収穫祭】
実りの秋！恒例の本校生産物の販売をします。
■日時　11月16日㈯ 8：30 ～ 14：00
■場所　七尾東雲高等学校
■商品　野菜（大根、白菜など）
　　　　  加工食品（味噌、醤油、クッ

キー、ジャム、マドレーヌなど）
　　　　  草花（シクラメン、葉ボタン、

寄せ植えなど）

【県立学校開放講座】
■クリスマス寄せ植え　11月 9 日㈯　　■しめ縄作り　12月21日㈯
■場所　七尾東雲高等学校　
■費用　各回1,000円
【カフェレス営業】
本校生産物が盛り沢山。コーヒータイムはいかかですか。
■日時　11月 7 日㈭、14日㈭、21日㈭、12月 5 日㈭、12日㈭
　　　　16：00 ～ 17：00
【出張販売　in パトリア　1階】
■日時　11月23日（土・祝）、12月14日㈯　 9：30 ～ 12：00
問  七尾東雲高等学校　☎57-1411

あなたは大丈夫!? ただ今、メタボ・糖尿病警報発令中!!
　特定健診・がん検診実施中！今年度の集団健診は次の日程で、最終とな
ります。毎年、健診を受けることは、病気を予防するために大切なことです。
　今年の特定検診は約 5 ,400人の受診を目指し、10月 9 日現在、 3 ,300人
です。受け忘れている人はこの機会に受けてください。
■これからの日程

健診日 場　所
受付時間

託児
特定健診 がん検診

11月 7 日㈭ 能登島健康センター

8：30～10：00

－

11月17日㈰ すこやか －

11月24日㈰ 七尾サンライフプラザ ○

12月 1 日㈰ 七尾サンライフプラザ 8 :30～10:00
13:00～14:00 ○

12月 7 日㈯ 七尾サンライフプラザ － 8 :30～10:00 －

※特定健診は、11月30日㈯まで市内指定医療機関でも受診できます。
問  特定健診：保険課　☎53-8420　がん検診：健康推進課　☎53-3623

犯罪被害給付制度を
ご存じですか？
　この制度は、故
意の犯罪行為によ
り不慮の死亡、重
傷病または障害と
いう重大な被害を
受けたにもかかわ
らず、何ら公的救
済や加害者側からの損害賠償を得
られない被害者または遺族に、国
が給付金を支給するものです。
　給付金は 3種類があります。
○遺族給付金
○重傷病給付金
○障害給付金
※詳細はお問い合わせください。
問 七尾警察署　☎53-0110
　 石川県警察本部
　 県民支援相談課被害者支援室
　 ☎076-225-0110

　

能登地区リウマチ講演会
■日時　11月10日（日）
　　　　13：30 ～ 15：30
■場所　フォーラム七尾
■テーマ　  リウマチさんに役立つ

福祉制度を学ぼう
■講師　  馬渡　徳子氏
　　　　  （上荒屋クリニック医療

ソーシャルワーカー）
■参加費　無料
問  ☎090-4329-5808（平野）

　

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　11月21日㈭
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　中島市民センター
■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

平成26年度用家庭ごみ
収集カレンダーの広告主募集
　家庭ごみ収集カレンダーは毎年
4月に配布され、家族の目につき
やすいところに掲示されていると
思います。つまり、効果的な宣伝
が期待できる有料広告です。
■広告枠規格
　縦40mm×横77mm（ 1枠）
■募集枠数　 5枠
■掲載料金　100,000円（ 1枠）
■配布先　　全世帯に無料配布
■申込期限　11月29日㈮
※ 申し込みが多数の場合は抽選と
なります。
※ 申込書は七尾市ホームページか
らダウンロードできます。

問  環境課　☎53-8421

羽咋市

企画展「なるほど！近世羽咋の村びとの暮らし」
［日時］　11月24日㈰まで　 9：30 ～ 17：00
　　　　（入館は16：30まで）
［場所］　羽咋市歴史民俗資料館（羽咋市鶴多町）

　米作りに励んだ羽咋
の村びとの暮らしぶり
から、知恵や工夫を紹介
します。

問  羽咋市歴史民俗資料館　☎0767-22-5998

志賀町

第16回これでもか！太鼓～大地よ轟け　人よ響け～
［日時］　11月17日㈰　13：00（開場12：30 ～）　
［場所］　能登ロイヤルホテル（矢蔵谷）
　　　　  前売り券1,500円
　　　　  当日券 2 ,000円（小学生以下は無料）

　志賀町内の太
鼓団体12チーム
が出演し、太鼓
を披露します。
　特別ゲストに
鵜浦豊年太鼓と輪島和太鼓虎之助が出
演します。
問  志賀町役場商工観光課　☎0767-32-1111

中能登町

ダ・カーポふれあいコンサート
［日時］　11月16日㈯　14：30 ～（15：00開演）
［場所］　  ラピア鹿島アイリスホール（中能登町井田）
［入場料］　1,000円

　心あたたまるコンサー
トを楽しみませんか。
　チケットはラピア鹿島
などで販売しています。
問  中能登町文化推進事業実行委員会　☎76-1900

宝達志水町

宝達山の紅葉を楽しむ
［日時］　11月 9 日㈯　 9：00 ～
　　　　（頂上まで約1時間半）
［出発場所］　宝達山東間口

　紅葉を楽しみながら登
山しませんか。
※  登山ができる格好をし
てきてください。

※  駐車スペースが狭いた
め、できるだけ乗り合わせてください。

問 宝達志水町ふるさと振興室　☎0767-29-8250

不用品活用銀行
■ゆずります
　  学習デスク（ 2脚）、パイプベッ
ド、マットレス（ 2つ）、机（ 2脚）
■ゆずってください
　  大人用三輪車、むしろ編み機、自
転車、食器棚、タンス、テーブル、
イス、赤ちゃん歩行器、こたつ布
団一式、ウエストポーチ、ソ
ファー（ 2 ～ 3人掛け、足付）
　※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

　

法律相談センター
開設15周年記念
弁護士による
無料法律相談会開催
　「離婚」「相続」「借金」など法律的
なことで悩んでいる人は、どんな
ことでも構いませんので、気軽に
相談してください。
■日時　11月30日㈯
　　　　13：00 ～ 17：00
　　　　（受付は16：30まで）
■場所　フォーラム七尾
※ 1人30分以内
※先着順（事前予約不要）
問 金沢弁護士会（担当 小間）
　 ☎076-221-0242
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