
歯周疾患検診
～健康は歯と歯ぐきから～
　「歯周病」は成人の歯を失う最大
の原因であり初期は自覚症状が乏
しく、早期発見が大切です。
　生涯にわたり自分の歯でおいしく
食べるためにも、検診を受けましょう。
■対象者
　  平成27年 4月1日までに40・50・
60・70歳の誕生日を迎える人
　対象者には個別通知しています。
■場所　  七尾市および中能登町の

指定歯科医療機関
■受診期限　10月31日㈮
■内容　問診、歯科検診、指導
■費用　1,300円
※  市民税非課税世帯、生活保護世
帯の人は無料です。

問 健康推進課　☎ 53-3623 早朝太極拳
　早朝、気持ちよく太極拳をしま
せんか？年齢、性別、経験を問わ
ず、どなたでも参加できます。
■日時　 7月13日㈰～ 9月28日㈰
　　　　毎週日曜日
　　　　 7：30 ～ 8 ：00
■場所　七尾マリンパーク
　　　　（能登食祭市場横）
問 七尾市太極拳協会（中村）
　 ☎53-0300

平成25年度情報公開制度
実施状況
■行政文書公開請求の状況
　公開請求受理件数　　　　73件
　内訳　
　・公開　　　　　　　　　42件
　・一部公開　　　　　　　21件
　・非公開　　　　　　　　 5件
　・在否を明らかにしない　 0件
　・不存在　　　　　　　　 3件
　・請求取下げ　　　　　　 2件
■個人情報開示請求の状況
　保有個人情報開示請求　　84件
　内訳
　・公開件数　　　　　　　83件
　・不存在　　　　　　　　 1件
問 広報広聴課　☎53-8423

こころの悩み相談
　こころに悩みを抱える人やその
家族、関係者の皆さん、七尾市障害
者相談員と気軽に話をしてみませ
んか。話をすることで、不安や心
配を取り除けるかもしれません。
　お気軽にお越しください。
■日時　毎月第 1火曜日
　　　　10:00 ～ 13:00
■場所　ミナ.クル　第 2相談室
　　　　※8月～10月は第1相談室
問 福祉課　☎53-8464

こころの健康相談
　食欲がなくなる、寝つきが悪い、
憂うつな気分などの症状はありま
せんか？気軽に相談してください。
■日時　 7月29日㈫、 8月19日㈫
　　　　 9：30 ～ 11：30
■場所　  七尾サンライフプラザ
　　　　保健センター
※ 本人に限らず、家族の相談も可。
事前にお申し込みください。

問 健康推進課　☎53-3623

こころの健康相談
　こころの健康や病気、引きこもり
やアルコール依存症、認知証など、悩
みや不安を持つ人や家族からの相談
に専門医が応じます。なお、指定日
以外の日は相談員、保健師が対応し
ますのでお気軽にご相談ください。

日　時 場　所
毎週木曜日
13:30 ～ 15:00

能登中部保健
福祉センター

毎月第 2金曜日
10:00 ～ 11:30

羽咋地域
センター

毎月第 3金曜日
13:00 ～ 14:30

志賀町保健
福祉センター

※相談は無料、要予約
問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482
　 羽咋地域センター
　 ☎0767-22-1170

国民年金保険料は納付期限までに
　平成26年度の国民年金保険料
は、月額15,250円です。
　保険料は、日本年金機構から送
られる納付書で、金融機関や郵便
局、コンビニなどで納めることが
できます。
　クレジットカードによる納付や
便利でお得な口座振替を活用して
納付期限までに納めてください。
　また、経済的な理由で保険料を
納付することが困難な場合、保険
料の納付が免除・猶予となる制度
がありますので、お気軽にお問い
合わせください。
問 七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　　　　　☎53-1265

国の教育ローン
お子さまの教育資金をサポート！
　高校、大学などへの入学や在学
中にかかる費用を対象とした公的
な融資制度です。子ども 1人につ
き350万円以内を、固定金利（年
2.35％）で借入できます。在学期間
内は利息のみの返済も可能です。
　詳細はお問い合わせください。
国の教育ローン 検索
問 教育ローンコールセンター
　 ☎0570-008656（ナビダイヤル）
　 ☎03-5321-8656

第3回七尾学講座開催
「ガラスの科学展と学芸員の裏話」
　ふるさとのいろいろなことを学
び、七尾検定に挑んでみませんか。
■日時　 7月26日㈯
　　　　 9：00 ～ 12：00
■場所　能登島ガラス美術館
■定員　20人（先着順）
■費用　700円（中学生以下無料）
※ 申込方法は、電話でお申し込み
ください。

問 七尾検定実行委員会
　 （文化課内）　☎53-8437

「まりん号」の移動がより便利に
　市内循環バス「まりん号」が通常
便に加えて、逆回り便を運行しま
す。目的地までの移動時間や待ち
時間が短くなります。
■運行日　 7月19日㈯～
　※ 年末年始
　　（12月30日～ 1月 3日運休）
■運行時間　 9：00 ～ 17：00
　（  16：00ミナ.クル発が最終）
■乗車運賃　 1人 1乗車100円
　　　　　　（小学生未満は無料）

問 企画財政課　☎53-1117

桜の苗木を配布します。
～七尾をさくらのまちへ～
　「散歩道に桜並木があったらき
れいだろうなぁ」と思ったことは
ありませんか？
　七尾市を「さくらのまち」にする
ために、桜の苗木を無料で配布し
ています。
　あなたのまちでも桜を植えてみ
ませんか？
■申込方法
　  七尾市役所、市民センター、図書
館、公民館にある申込書に必要
事項をご記入の上、お申し込み
ください。
　（  市ホームページからもダウン
ロード可）

■申込期限　 9月12日㈮
■配布時期　11月下旬

問 都市建築課　☎53-8469

ＨＩＶ（エイズ）血液検査
　ＨＩＶ（エイズ）は、免疫が低下
することでさまざまな症状があら
われる病気です。正しい知識を持
ち、また安心と早期発見のため検
査を受けましょう。
【能登中部保健福祉センター】
【迅速検査】
■日時　毎月第 1月曜日
　　　　 9：00 ～ 11：30
※約1時間で結果がわかります。
【通常検査】
■日時　毎月第 2月曜日
　　　　 9：00 ～ 19：00
　　　　その他の月曜日
　　　　 9：00 ～ 11：30
【羽咋地域センター】
【通常検査】
■日時　毎月第 2月曜日
　　　　 9：00 ～ 11：30
※ 両会場の検査は、要予約（前週の
金曜日まで）
※匿名・無料で行っています。
※約10日後に結果がわかります。
問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482
　 羽咋地域センター
　 ☎0767-22-1170

世界農業遺産
「能登の里山里海」
ロゴマークが使用可能に！
　「能登の里山里海」で育まれ、世
界農業遺産の保全・継承に役立つ
商品を、「能登」の一品として認定
します。
　認定された商品は、パッケージ
などに、ロゴマークを使用するこ
とができます。
　認定には申請が必要ですので、
詳細はお問い合わせください。
■対象商品
　  食品（農林水産物等一次産品お
よびその加工食品、飲料）

問 「能登の里山里海」
　 世界農業遺産活用実行委員会
　 ☎076-225-1648

アパートや借家の家賃の
一部を助成します！
　低額所得の子育て世帯（中学生
以下）または新婚世帯（婚姻から 3
年以内）の人に、上限月額 1万円を
最長 6年間助成します。
■申請方法
　  申請書と必要な添付書類を都市
建築課へ提出してください。申
請書は、都市建築課や市民セン
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。
■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。

■助成期間
　  平成26年 4 月から平成27年 3 月
までの家賃分

※詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429

不用品活用銀行
■ゆずります
　  編み機、座卓、タンス（木製）、ウエ
ストポーチ、犬小屋、学習机、子
供服（女・90 ～ 95cm）、イス（ 2
脚）、学生服（男・170㎝）、東部中
学校学生かばん
■ゆずってください
　  古田式むしろ編み機、自転車（24
～ 26インチ）、ぶら下がり健康
器具、子ども用自転車（補助輪
付）、子ども用机、座布団（ 2枚）、
自転車用チャイルドシート
※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
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