
交流地域情報

富山県氷見市交流情報
『ハーブ展』
■日時　 7 月 6 日㈰まで
■場所　氷見市海浜植物園
■入園料　大人200円　
　　　　　中学生以下無料
■内容　  人間の生活に関わりがあ

るハーブを展示。また、
ハーブの苗の販売もあり
ます。

氷見市海浜植物園 検索
問 氷見市海浜植物園　
　 ☎0766-91-0100

お知らせ

富山県高岡市交流情報
北陸新幹線開業
プレ記念企画写真展
「篠山紀信　写真力 
THE PEOPLE by KISHIN」
　日本写真界の最前線を走り続け
る写真家篠山紀信による写真展を
開催します。
　 6月14日㈯には、篠山紀信展
オープニング記念トークショーを
開催します。
■日時　 6 月14日㈯～
    8 月31日㈰
　　　　 9：00 ～ 17：00
■場所　ミュゼふくおかカメラ館
■トークショー　 6 月14日㈯
　　　　　　　　11：00 ～ 12：00
■場所　  ふくおか総合文化センター
■入館料　　
　一般 1 ,000円（前売800円）
　大学生・高校生400円
　小・中学生100円
　※  土日祝日、夏休み期間は高校
生以下無料

■休館日　月曜日（祝日除く）
問 ミュゼふくおかカメラ館
　 ☎0766-64-0550

消防ポンプ自動車を売却
　消防ポンプ自動車を売却します。

■公開期間　 6 月18日㈬まで
■公開場所　七尾消防訓練場
　　　　　　（つつじが浜）
　※事前に予約が必要です。
■入札日　 6 月25日㈬ 9：00
■場所　七尾市役所202会議室
■申込期限　 6 月18日㈬
※詳細はお問い合わせください。
問 総務課　☎53-1118

2014カナダデー・フェア in 七尾
～ カナダ文化を楽しもう！～
　カナダの建国記念日（7月１日）を
祝い、カナダの文化を楽しむ『カナダ
デー・フェア』を開催します。
　子どもも大人も親しみやすい
フェア形式で、カナダ出身の人た
ちと交流できます。会場にはわく
たまくんがいろんな友達を連れて
来ます。気軽にご参加ください！
■日時　 7 月 6 日㈰
　　　　10：00 ～ 11：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■参加費　無料
■内容
　  ・  カナダの国旗をみんなで作る

カナダ紹介（カナダ観光紹介、
文化○×クイズ）

　・  カナダの手芸体験（仮面作り、
国旗作り）

　・  カナダの景品が当たるビンゴ
ゲーム

　・  大きいカナダケーキなど

問 市民男女協働課　☎53-8633

臨時福祉給付金
子育て世帯臨時特例給付金
の申請が始まります
　消費税の引き上げにより、所得
が低い人や子育て世帯への影響を
緩和するなどの観点から、暫定的、
臨時的な措置として実施します。
■申請場所　七尾市役所
　　　　　　ミナ.クル
　　　　　　市民センター
■申請期間　 7 月1日㈫～
      10月1日㈬
■申請書類　
　  申請書、運転免許証などの写し、
通帳の写し

　※  平成26年 1月1日時点で、住民
票が七尾市にある人が対象。

　※  受け取ることができるのは、
どちらか一つの給付金です。

　※  該当すると思われる人には、申
請書を6月末に郵送します。

【臨時福祉給付金】
■支給対象者　
　  平成26年度分の住民税が課税さ
れていない人（課税されている
人に生活の面倒を見てもらって
いる場合などは除きます。）
■支給額　
   1 人につき10,000円
　  （老齢基礎年金などの受給者は
1人につき 5 ,000円加算）

問 福祉課　☎53-8463

【子育て世帯臨時特例給付金】
■支給対象者　
　  平成26年 1 月分の児童手当・特
例給付を受給し、平成25年の所
得が児童手当の所得制限限度額
未満である人

■対象児童　
　  支給対象者の平成26年 1 月分の
児童手当・特例給付の対象とな
る児童

■支給額　
　対象児童 1人につき10,000円
問 子育て支援課　☎53-8445
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希望の丘公園へ
「ササユリ」を見にきませんか
　毎年 6月頃、
希少なササユリ
が甘い香りをさ
せながら、淡い
ピンクの花を咲
かせます。貴重
なササユリをぜ
ひ見にきてくだ
さい。

ササユリは種から花を咲かせ
るまで10年かかる、とても繊細
な植物で、県の準絶滅危惧種に
指定されています。希望の丘
公園ではササユリの保護育成
に努めています。

※採取は固くお断りします。
希望の丘公園 検索
問 希望の丘公園管理事務所
　 ☎52-9266

モントレージャズフェス
ティバル イン 能登2014
　世界三大ジャズフェスティバル
であるモントレージャズフェス
ティバルの開催地モントレー半島
との友好親善によって開かれた
ジャズフェスティバルです。
■日時　 7 月26日㈯
　　　　14：00 ～ 21：30
■場所　七尾マリンパーク
■出演　熱帯JAZZ楽団、
　　　　T-SQUARE、
　　　　藤あや子with松尾明
　　　　&TakeTenOrchestra
　　　　ほか
■入場料　前売り　大人 5 ,000円
　　　　　当日　　大人 6 ,000円
　　　　　高校生以下　 2 ,000円
■販売　  ミヤコ音楽堂、パトリアプ

レイガイド、能登食祭市
場、Ｊロード、モリタート　
ほか

問 ＭＪＦ実行委員会　☎54-8820

公立能登総合病院職員募集
　平成27年度に採用する職員（専
門職）を募集します。
■募集職種および募集人数
　（専門職）
　薬剤師　　　　　 2人程度
　臨床検査技師　　 1人程度
　臨床工学技士　　 1人程度
　助産師　　　　　 1人程度
　看護師　　　　　 8人程度
■募集期限
　 6月16日㈪～ 7月22日㈫
■試験日時
　 7月27日㈰　 9：00 ～
■試験場所
　公立能登総合病院
■試験内容
　作文試験および面接試験
※詳細はお問い合わせください。

問公立能登総合病院総務課
　☎52-8749

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月中に提出して
いただくことになっています。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。
　厚生年金・共済年金などに加入
されている人は、保険証の写しが
必要です。また、平成26年 1 月 2
日以降に転入した人は、平成26年
度（25年中）児童手当用所得証明書
が必要です。
【振込日】
年 3回、指定の口座に支払います。
・ 6月10日㈫　 2 ～ 5月分
・10月10日㈮　 6 ～ 9月分
・ 2月10日㈫　10 ～ 1 月分
※支払通知はありません。
問 子育て支援課　☎53-8445

市指定ごみ袋
支給事業の変更
　指定ごみ袋を対象世帯に配付し
ています。今年度から対象要件と、
引換期間が一部変更となりました。
■対象要件の変更
　【変更前】
　　  要介護 4以上の在宅寝たきり
者と生計を一にしている世帯

　　↓
　【変更後】
　　  要介護認定を受け、紙おむつ
を支給されている世帯

■引換期間の変更
　【変更前】
　　  ごみ袋引換ハガキの配付後、
次の 8月31日まで

　　↓
　【変更後】
　　  ごみ袋引換ハガキの配付後、

2カ月
※対象世帯には、6月末に引き換
　えハガキを郵送します。
問 環境課　☎53-8421

「子どもの人権110番」強化週間
　いじめ、体罰や虐待など子ども
をめぐるさまざまな人権問題につ
いて、人権擁護委員や法務局職員
が電話相談に応じます。
　１人で悩まずお電話ください。
■相談受付日時　
 6 月23日㈪～ 6月27日㈮　
 8 ：30 ～ 19：00
 6 月28日㈯～ 6 月29日㈰
　10：00 ～ 17：00
■電話番号
　0120－007－110（フリーダイヤル・無料）
※相談無料・秘密厳守
メール相談は24時間受付しています
インターネット人権相談 検索
問 金沢地方法務局七尾支局
　 ☎53-1721 
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