
国民健康保険の異動手続きを忘れずに
　保険が変わった時は、忘れずに手続きをしてください。手続きが遅れる
と、資格の生じた日からの保険税をまとめて支払ったり、国民健康保険で負
担した医療費を返還しなければならないことがあります。

こんなとき 必要なもの

職場の健康保険を脱退
し国民健康保険に加入
する時

①健康保険の喪失日が記載された証明書
　（  加入者全員の氏名と喪失日がわかる
もの）

②印鑑
③年金証書
　（  年金を受給されている65歳未満の人で、
厚生または共済年金に20年以上、ある
いは40歳以降に10年以上加入されて
いた人）

※  代理申請の場合は身分証明書が必要です。

職場の健康保険に加入
し国民健康保険を脱退
する時

①新しい健康保険の保険証
②国民健康保険証
③印鑑
※ 代理申請の場合は身分証明書が必要です。

就学のために市外に住
所を移す時
（  手続きしてから七尾市
の保険証がそのまま使
用できます。）

①転出される人の国民健康保険証
②在学証明書または学生証
　（学生証の場合は有効期限があるもの）
③印鑑
※ 代理申請の場合は身分証明書が必要です。
※ 就学のための住所に転出する届け出およ
び在学中は毎年更新手続きが必要です。

　医療機関の領収書は医療費の返還などの手続きに必要ですので大切に保
管してください。
問   保険課　☎53-8420

定期狂犬病予防注射日程
　犬の飼い主は、犬の「登録」「年1
回の狂犬病予防注射」が義務づけら
れています。次の会場で予防注射
を受けてください。都合が悪い場
合は、動物病院で受けてください。
　登録をされていない人は、注射
会場、動物病院または環境課で登
録をしてください。
■注射手数料　3,100円／頭
　※料金が変わりました。
■新規登録料　3,000円／頭

4月 6日㈰
青葉台町集会所 9 :30 ～ 10:10
若林町公民館 10:20 ～ 10:40
ＪＡ能登わかば徳田支店 10:50 ～ 11:50
城山体育館 13:00 ～ 13:40
矢田町ふれあいセンター 13:50 ～ 15:00

4 月10日㈭
半浦集会所 10:00 ～ 10:20
閨集会所 10:30 ～ 10:50
曲集会所 11:10 ～ 11:30
向田集会所 11:40 ～ 12:10
鰀目集会所 13:30 ～ 14:00
野崎集会所 14:10 ～ 14:30
須曽集会所 14:50 ～ 15:00

4 月11日㈮
豊川公民館 9 :30 ～ 10:00
土川集会所 10:10 ～ 10:20
外原集会所 10:30 ～ 10:40
釶打公民館 11:00 ～ 11:20
熊木公民館 11:30 ～ 11:50
西岸公民館 13:00 ～ 13:20
中島市民センター 13:30 ～ 14:00
笠師保公民館 14:10 ～ 14:30
塩津集会所 14:40 ～ 15:00

4 月12日㈯
高階公民館 10:00 ～ 10:30
相馬公民館 10:40 ～ 11:00
旧・吉田保育園 11:10 ～ 11:30
金ヶ崎公民館 11:40 ～ 12:00
田鶴浜市民センター 13:10 ～ 13:50
旧・端保育園 14:00 ～ 14:10
和倉温泉観光会館 14:20 ～ 15:00

4 月13日㈰
大泊地区集落センター 9 :30 ～ 9 :40
南大呑公民館 9 :50 ～ 10:20
北大呑公民館 10:35 ～ 10:45
崎山公民館 11:00 ～ 11:30
三室町会館 11:40 ～ 12:00
大田町集会所 13:20 ～ 13:50
東湊公民館 14:00 ～ 15:00

4 月20日㈰
石崎福祉会館 9 :30 ～ 10:10
西湊公民館 10:20 ～ 11:00
旧・中央図書館 11:10 ～ 11:50
七尾市役所 13:00 ～ 15:00

問   環境課　☎53-8421

まちづくり市民講座～知ろう市民活動！学ぼう地域活動！！～
　市民一人一人が、自分のできることを考え、地域のみんなで支え合うことに
よって、小さな活動が自分たちの地域づくりにつながっていきます。
みんなでまちづくりを考えませんか。
■日時　 3月19日㈬18：00 ～ 20：30
■場所　七尾市役所 201会議室
■内容
　【 1部　活動発表会　18：00】
　協働のまちづくり推進事業で助成を受けた 6団体による活動発表
　【 2部　講演会　　　19：00】
　演題　地域ぐるみのまちづくりへ―雲南市に学ぶ地域自主組織の取り組み―
　講師　原田憲一氏（島根県雲南市役所地域振興課主幹）
■定員　100人程度
問    市民男女協働課　☎53-8633
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羽咋市

メンバーズコレクション展
［日時］　 3月20日㈭～ 4月13日㈰
    9 ：30 ～ 17：00　月曜日休館
［場所］　  歴史民俗資料館（鶴多町）

　羽咋ライオンズク
ラブ設立50周年を記
念して美術品コレク
ションを公開します。
問  歴史民俗資料館　 ☎0767-22-5998

志賀町

ちょっと一息！おもてなしフェア
［日時］　  4 月13日㈰11時～
［場所］　  西山パーキングエリア
［内容］　  海鮮鍋、テント市、ステージショー
　のと里山海道無料化1周年記念！
志賀の美味しいも
の満載です♡
問  志賀町観光協会　
☎0767-32-1111

中能登町

第2回芸能発表会「故郷への感謝」
［日時］　 3月16日㈰　12：30開演
［場所］　  ラピア鹿島（井田）

　藤本流の唄・踊り・三味線を披露。
問    藤本流三味線
弦遊会（能戸）　
☎76-1173

宝達志水町

「新　ひょうたんの美」展
［日時］　 3月21日（金・祝）～ 30日㈰
　　　　10：00 ～ 17：00（月曜休館）
［場所］　押水図書館（小川）

　秋篠宮殿下を名誉総
裁とする「全日本愛瓢
会」の「石川県愛瓢会」会
員による作品展です。
　彫る、描く、貼るなど
の技の極意をご堪能く
ださい。
問 宝達志水町の芸術を愛する会（山田）
　 ☎080-3749-3663

小丸山公園は、地域の歴史文化の伝承を推進し、
観光地としての価値を高めるために、名称に『城址』を
加え、『小丸山城址公園』となります。

◆小丸山公園の歴史
１５８１年（天正 ９年）
１５８２年（天正１０年）
１５８３年（天正１１年）
１６１６年（元和 元年）
１９２０年（大正 ９年）

前田利家が七尾城に入城
前田利家が小丸山城を築城
前田利家の兄、前田安勝が七尾城代となる
一国一城令に従い小丸山城が廃城となる
小丸山城跡地を整備し、小丸山公園と命名

小丸山公園

小丸山公園の名称が４月から小丸山公園の名称が４月から

『小丸山城址公園』『小丸山城址公園』
に変わりますに変わります

ミナ.クル市民窓口では
日曜日臨時業務を行います
　通常実施している平日の時間外
や土曜日の業務に加え、次の日曜
日も業務を行います。
■実施場所　ミナ.クル市民窓口
■日時　 3月30日㈰
　　　　 4月 6日㈰
    8 ：30 ～ 17：15
■業務内容
　住民票、印鑑証明、戸籍などの発行
　  納税証明書、所得・課税証明書、
固定資産証明書発行
　各種申請の預かり
問    福祉課　☎53-8463

七尾駅前自転車駐車場を
利用する人へ
　平成26年 4 月から一般利用申し
込み制を廃止します。一般の人は
駐車場に表示してある利用上の注
意を守り、駐車場1階の空いてい
る場所に駐車してください。
　また、市内、羽咋市および中能登
町の高校へ通学する人で、駐車場
を利用希望の生徒は従来どおり、
学校に利用を申し出てください。

問     防災交通課　☎53-6880
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