
お知らせ

アルコール依存症家族教室
　日々悩んでいる家族の皆さんへ、
「アルコール依存症の理解と対応」
が学べる講演会を開催します。
■日時　10月10日㈮
　　　　14：00 ～ 16：00
■場所　ラピア鹿島
■講師　松原病院
　　　　精神科医　森川恵一氏
■費用　無料
※  希望者は事前にご連絡ください。
問   石川県能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482

今年は七尾駅前で開催！
丸亀市の観光と物産展
　毎年恒例の「丸亀うどん」を振る
舞います。
■日時　11月 2 日㈰
　　　　11月 3 日（月・祝）
　　　　10：00 ～ 16：00
■場所　ミナ．クル前広場
■内容　うどん、物産展の販売
　　　　※うどんは完売次第終了
問 観光交流課　☎53-8436

医療・福祉分野の職業を
体験しよう！
　小中学生を対象に、理学療法士・
作業療法士・救急救命士・介護福
祉士の仕事を楽しく体験できる機
会を設けました。
■日時　11月 2 日㈰　全 4回
■場所　国際医療福祉専門学校
　　　　七尾校
■定員　各分野10人程度
■費用　無料
■申込期限　10月22日㈬
問 国際医療福祉専門学校七尾校
　 ☎54-0177

七尾市民健康福祉まつり
七尾市社会福祉大会
　今年も健康と福祉をテーマにし
た健康福祉まつりを開催します。
　また、社会福祉大会では長年福
祉に力を注ぎ功績のあった人の表
彰を行います。
■開催日　10月11日㈯
【健康福祉まつり】
■時間　 9 ：30 ～ 15：00
■場所　七尾駅前・ミナ.クル前広場、
　　　　フォーラム七尾
■内容　模擬店・健康づくり・
　　　　福祉体験・展示コーナー
　　　　ステージイベントなど
【社会福祉大会】
■時間　10：00 ～ 11：00
■場所　フォーラム七尾
■内容　七尾市長表彰、七尾市社会
　　　　福祉協議会会長表彰ほか

　　七　尾　市　 検索
問 七尾市社会福祉協議会　☎52-2099
　 福祉課　☎53-8463

小児インフルエンザ
予防接種の接種券の配布
　対象の人には接種券（助成券）を
送付します。
■接種期間
10月14日㈫～ 1月23日㈮
■対象者と接種回数
生後 6カ月から13歳未満（ 2回）
13歳以上の中学生（1回）
■助成金額　1回につき1,000円
■接種場所　市指定医療機関
問 健康推進課　☎53-3623

聞こえに困っていませんか？
生活訓練講座を開催！
　病気や事故で聴力を失った人、
高齢のため聞こえにくくなった人
を対象に生活訓練講座を開催しま
す。自分の聞こえの状態を確認し
たい、補聴器の調整がうまくいっ
ていない、また家族の中で孤立し
てしまう、などのご相談にも応じ
ます。ぜひ、ご家族の皆さんもご
参加ください。
■日時　11月 6 日㈭、13日㈭、27日㈭
　　　　　10：00 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■申込期限　10月30日㈭
■参加費　無料
問 福祉課
　 ☎53-8464 FAX53-5990

不用品活用銀行
■ゆずります
　座卓（ 2台）、犬小屋、学習机、子
　ども服（女・90 ～ 95㎝）、七尾東
　部中学校学生かばん、介護用簡
　易トイレ、地下足袋（23㎝）、下駄
　箱、かつら（女性用）
■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、一輪車、子ども用自転車
　（ 3 ～ 4歳用）、イス（肘掛付）、
　洋服（女性用・LLサイズ）、七尾
　市の浴衣、バトミントンラケッ
　ト4本、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
課までご連絡ください。
問 環境課　☎53-8421

浄化槽は日ごろから
きちんと管理を!
　浄化槽は適切な維持管理を行わ
ないと機能が低下し、その結果、汚
れた水が流れ悪臭が発生してしま
います。
　大切な石川の里海と水環境を守
るため、浄化槽の正しい維持管理
を実施しましょう。
　「10月 1 日は浄化槽の日」です。
問 環境課　☎53-8421

のと鉄道フェスティバル2014
　軌道自動車体験運転やミニ新幹
線乗車体験などを開催します。
■日時　10月12日㈰　10：00 ～ 15：00
■場所　能登中島駅
　　　　七尾市児童公園（浜田）
問 のと鉄道株式会社　森岡
　 ☎0768-52-4422

高齢者の自殺を考える
講演会・シンポジウム
　高齢者の自殺は、県内自殺者の
約 2割を占め、年代別では最も多
い状況です。地域の見守りやつな
がりを強め、高齢者のかけがえの
ない命を守り、自殺を減らす取り組
みの事例を学びませんか。たくさ
んのご来場をお待ちしています。
■日時　10月12日㈰
　　　　13：00 ～ 15：30
■場所　フォーラム七尾
■講師　堀田　力　弁護士
■シンポジスト
　三室町、能登島向田町、
　田鶴浜町、中島町小牧の 4町の
　皆さん
■費用　無料
問 石川県こころの健康センター
　☎076-238-5750
健康推進課　☎53-3623

アートとのれんの町一本杉通り
秋の手しごと
ストリートウオーク
　手しごとの良さや、そこからつなが
る暮らしの豊かさを感じていただく
ことを願い、一本杉通りの各商店と
親交のある作家の作品展覧会を行い
ます。ぜひお気軽にお越しください。
■日時　10月18日㈯～ 19㈰
    9 ：00 ～ 19：00
■場所　一本杉通り各商店
問 一本杉通り振興会　☎52-0368

能登ななお農産物販路拡大
モデル事業
　農産物の生産拡大を図るため
に、ブランド力などの向上を目指
し、地産地消の拡大や、マーケティ
ングなど販路拡大などにつながる
自主提案事業に支援をします。
■対象者　認定農業者など
■対象経費　  謝金、旅費、印刷費、

委託料など
■補助限度額
　対象経費の 3分の 2以内で、66
　万 6千円を限度とします。
問 農林課　☎53-8422

高齢者インフルエンザ
予防接種の接種券の配布
～手洗い・うがい・予防接種！～
■接種期間
10月14日㈫～ 1月23日㈮
■対象者
  　七尾市に住民票があり、次の①
　または②の要件を満たし、予防
　接種を希望する人。
　①満65歳以上の人。
　②  満60歳から65歳未満で次の障

害があり、身体障害者手帳 1
級をお持ちの人。

　・  心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害
　・  ヒト免疫不全ウィルスによる

免疫機能の障害
※  ②に該当し、接種を希望する人は
接種券を発行します。手帳を持っ
て健康推進課へお越しください。
■費用　 1 ,000円
■接種場所　  市指定医療機関
問 健康推進課　☎53-3623

羽咋市

文化祭
［日時］　11月 2 日㈰～ 3日（月・祝）　
    9 ：00 ～ 17：00
　　　　（ 3日は16：00まで）
［場所］　羽咋体育館（鶴多町）ほか

　地元団体によ
る芸能発表をは
じめ、菊花や盆
栽、書道などを
展示します。

問  生涯学習課　☎0767-22-9331

志賀町

文化祭
［日時］　11 月 1 日㈯～ 3日（月・祝）
    9 : 00 ～
［場所］　志賀町文化ホール
　　　　（高浜町）ほか
［内容］　式典や
記念講演、芸能
発表など（ 3日
のみ）

問  生涯学習課　☎0767-32-9350

中能登町

雨の宮古墳祭り
［日時］　10月18日㈯　10：00 ～ 13：00
［場所］　雨の宮能登王墓の館（能登部上）
［内容］　出土品の特別展示、
古墳めぐりクイ
ズラリー、勾玉作
り、古代衣装の試
着と写真撮影

問  企画課　☎74-2806

宝達志水町

文化祭
［日時］　11月 2 日㈰～ 3日（月・祝）
［場所］　役場庁舎・さくらドーム21
［内容］　作品展示、芸能発表会（ 3日のみ）

問  生涯学習課　☎0767-29-8320
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