
手話奉仕員養成講座
（入門課程）
　あいさつや自己紹介など、初歩
的な手話から学び、聴覚障がいへ
の理解を深めてみませんか。
■日時　 6月25日㈫～12月17日㈫
　　　　（毎週火曜日開催　全18回）
　　　　19：00 ～ 21：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　第一研修室
■定員　20人（先着順）
■受講料　3,200円
　　　　　（テキスト代含む）
■申込期限　 6月20日㈭
　 七尾市社会福祉協議会
　 ☎52-2099　FAX53-4100

平成24年度国民年金保険料免
除申請期限が近づいています！
　経済的な理由などで納付するこ
とが困難な場合には、国民年金保
険料の納付が免除となる免除制度
を利用することができます。納め
忘れの状態にしておくと、将来年
金を受けられない場合がありま
す。納付記録をご確認ください。
■対象期間
　平成24年 7 月～平成25年 6 月
■申請期限　 7月31日㈬
■持ち物　年金手帳、印鑑、雇用保
険被保険者離職票の写し（離職
した場合）
　 七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　☎53-1265

児童手当現況届は 6 月中
に提出を
　現況届は監護状況や所得の確認
をするため、毎年 6 月中に提出と
なっています。該当者には現況届
を送付しましたので、必ず提出し
てください。未提出の場合、6月以
降の児童手当は支給されませんの
でご注意ください。
　平成25年 1 月 2 日以降に転入し
た人は、平成25年度（24年中）児童
手当用所得証明書が必要になりま
す。
■振込日
年 3 回、指定の口座にお支払い
します。
6月10日㈪　 2～ 5月分
10月10日㈭　 6～ 9月分
2月10日㈪　10～ 1 月分
※支払通知はしません。

　 子育て支援課　☎53-8445

「子どもの人権110番」
強化週間
　いじめや体罰、虐待など、子ども
をめぐるさまざまな人権問題につ
いて、人権擁護委員および法務局
職員が電話相談に応じます。
相談無料・秘密厳守
一人で悩まずお電話ください。
■相談受付日時
6 月24日㈪～ 6月28日㈮
8：30 ～ 19：00
6 月29日㈯、6月30日㈰
10：00 ～ 17：00

■電話番号
0120－007－110
（フリーダイヤル・無料）
※メール相談は24時間受付してい
ます。

　 金沢地方法務局七尾支局
　 ☎53-1721

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　 6月19日㈬
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　七尾市役所
■日時　 6月26日㈬
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　能登島市民センター
　申込期限　開催日の１週間前
※１組30分以内
※公務で中止の場合があります。
　 広報広聴課　☎53-8423

志賀町

中能登町

宝達志水町

［日時］6月 8日㈯・ 9日㈰
［場所］富来活性化センター（領家町）

     志賀町生涯学習課　☎0767-32-9350問

第11回 初夏の文化祭

　地元団体に
よる芸能発表
をはじめ、いけ
花や書道、写真、
絵画などを展
示します。

初夏を彩る文化祭
［日時］　 6月14日㈮～ 17日㈪
［場所］　コスモアイル羽咋（鶴多町）

羽咋市

      羽咋市生涯学習課　　☎0767-22-9331問

　書道や写真、
手芸作品など
の展示のほか、
9日には地元
団体によるア
トラクション
を開催します。

［日時］6月16日㈰　 9：00～12：00
［場所］スポーツセンターろくせい（能登部下）

     生涯学習課（ラピア鹿島内）　☎76-1900問

わいわいフェスタ2013

　からだをお
もいっきり動
かし、友だち
や家族と、楽
しくさまざま
な「ニュース
ポーツ」を体験する「わいわいフェスタ
2013」を開催します。

すこやか！さわやか！健康まつり
［日時］6月 9日㈰　 9：00～14：00
［場所］アステラス（宝達志水町門前）
［内容］野菜たっぷり汁
　　　ノルディックウオーク体験
　　　健康チェックコーナー
　　　リサイクルバザー・模擬店　など

　  保健予防課
　  ☎0767-28-5526
問

地元旅行業社です
一般社団法人 全国旅行業協会・加盟5,429社
石川県旅行業協会正会員　能登七尾支部ＣＬＵＢⅢ

（有）トラベルセンター能登
 ☎０７６７-５４-０８８１

（七尾市役所横）

トラベル愛ランド（株）
 ☎０７６７-５3-７７４４

（中能登総合事務所付近）

日本エアートラベル（株）
 ☎０７６７-62-２６８０

（ＪＲ和倉温泉駅前）

城山水泳プールがオープン
■利用期間
　①団体利用
　　 6月 9日㈰～ 8月31日㈯
　②個人利用
　　 7月20日㈯～ 8月31日㈯
■利用時間　 9：00 ～ 17：00
■定休日　月曜日
　（月曜日が祝日の場合は開館）
■入場料
　大人　　　　250円（半日）
　高校生以下　150円（半日）
　団体　　　 1,500円（ 1時間）
■入場条件
　小学生以下の入場は保護者同伴
および監督が必要
※大会などで使用できない日が
あります。お問い合わせくださ
い。
　 城山体育館　☎52-6419

不用品活用銀行
■ゆずります
　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）、ベビーカー（ 2台）

■ゆずってください
　大正琴、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、大人用三輪車、国
語辞典・地図帳（小学生用）、チャ
イルドシート（ 3台）

※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。

　 環境課　☎53-8421

特定健診受診率目標48％（平成24年度暫定45.1％）
ただいま健診実施中！お近くの健診会場で受診してください。

※市内指定医療機関での健診は 9月30日㈪までです。
　 保険課　☎53-8420

大腸がん予防講演会
　七尾市の死亡原因の第 1位はが
んです。部位別がん死亡数では、大
腸がんが男性の第 3 位、女性の第
1 位となっています。大腸がんは
進行するまで、ほとんど自覚症状
がない病気です。
　大腸がんの予防法や、検診を受
けることの大切さを学んでみませ
んか。お気軽にご参加ください。
■日時　 7月11日㈭
　　　　14：00 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　検診ホール（ 1Ｆ）
■費用　無料
■講師　恵寿総合病院消化器内科
　　　　科長　渕﨑宇一郎　医師
■申込期限　 7月 1日㈪
　 健康推進課　☎53-3623インターネット人権 検索

七尾地区

田鶴浜地区

能登島地区

6月15日㈯

6 月20日㈭

6 月27日㈭

6 月29日㈯

7 月 1 日㈪
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七尾サンライフプラザ

東湊公民館

ワークパル

南大呑公民館

七尾サンライフプラザ（女性のみ）

袖ケ江公民館

七尾サンライフプラザ

サンビーム日和ヶ丘

金ヶ崎公民館

半浦集会所
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須曽集会所
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■これからの健診日程
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