
「わたしと年金」エッセイ募集
　公的年金制度をテーマにした
エッセイを募集します。テーマは
公的年金の大切さや身近な人と公
的年金との関わりなどです。
■応募資格　中学生以上
■募集要領　1,00 0 ～ 2,000文字
　  氏名（ふりがな）、年齢、性別、住
所、電話番号、職業または所属
（会社名、学校名など）を明記の
うえ、送付してください。
 ※  未発表のものに限ります。詳
しくはお問い合わせください。

■応募期限　 9月18日㈮
■提出先　
　〒168-8505
　  東京都杉並区高井戸西 3 - 5 -24
日本年金機構サービス推進部
サービス推進グループ

　わたしと年金　担当
問 日本年金機構サービス推進部
　 ☎03-5344-1100
　 七尾年金事務所
　 ☎53-6511

児童扶養手当・ひとり親家庭等
医療費の現況届はお早めに
　児童扶養手当の受給者、または支
給停止されている人、ひとり親家庭
等医療費の資格登録をしている人
は現況届を提出してください。
　提出がない場合、手当の支払いが一
時差し止められ、受給資格がなくなる
場合がありますので、ご注意ください。
■手続きに必要なもの
　①印鑑
　②健康保険証
　③  児童扶養手当証書・ひとり親
家庭等医療費受給資格証（交
付を受けている人）

　④  そのほかの書類（事由によっ
て必要な場合があります）

※  平成27年 1 月 2 日以降に転入した人
は、平成27年度所得証明書が必要です。
■提出期限　 8 月31日㈪
問 子育て支援課　☎53-8445

海水浴場オープン中
　七尾市内 4カ所の海水浴場が
オープンしています。ぜひ、ご利
用ください。
■海水浴場
　  マリンパーク海水浴場、松島海水浴
場、八ケ崎海水浴場、鵜浦海水浴場
■期限　 8 月16日㈰
※  今年度、いいパーク海水浴場は
開設していません。

問 観光交流課　☎53-8424

「創業塾」開催！！
～ななお創業応援
 カルテットがお手伝い～
　創業を目指す人のために「創業
塾」（全12回講座）を開催します。
基礎コース（ 6回）では、創業に必
要な「経営」「財務」「手続き」の基本
知識を学びます。実践コース（ 6
回）では、創業アイディアを具体的
なものにするための方法や創業後
に必要なノウハウを学びます。
■受講料　5,000円（税込）
■開催日
【基礎コース】
9月12日、 9月26日、10月17日、
10月24日、   11月 7 日、  11月28日
【実践コース】
9月26日、10月17日、11月 7 日、
11月28日、12月 5 日、12月12日
※開催はすべて土曜日です。
【開催時間】
・基礎コース　 9：30 ～ 12：30
・実践コース　13：30 ～ 16：30
【申込期限】 8月31日㈪
問 七尾商工会議所　☎54-8888
　 産業振興課　☎53-8565

県内一斉司法書士無料法律相談会
　登記・相続・成年後見・借金・
消費者問題などでお悩みの人は、
お気軽にご相談ください。
　秘密厳守。事前予約は不要です。
■日時　 9 月 6 日㈰
　面接相談　13：00 ～ 16：00
　電話相談　10：00 ～ 16：00
　（専用番号　☎076-291-0099）
■場所　フォーラム七尾
　　　　（パトリア　 5階）
問 石川県司法書士会
　 ☎076-291-7070

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
　  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記入
のうえ、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11日㈮
■配布時期　11月下旬

問 都市建築課　☎53-8469

第17回民謡扇の会発表会
　総勢75人の出演者が、七尾や日
本各地の民謡民舞を披露します。
■日時　 8 月30日㈰　10：00開演
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　（大ホール）
■入場料　1,000円
問 民謡扇の会（山本）
　 ☎090-4689-5597
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羽咋市

人権啓発フェスティバル石川2015
［日時］　 8月30日㈰　12：00 ～ 16：00
［場所］　コスモアイル羽咋（鶴多町）
※入場料無料・事前予約不要
　「それゆけアン
パンマン」のバタコ
役、「魔女の宅急便」
のジジ役で有名な
声優の佐久間レイ
氏の講演会ほか、さまざまなイベントを開催！
問  石川県人権推進室　☎076-225-1235

志賀町

冨木八朔祭礼
［日時］　 8月29日㈯・30日㈰
［場所］　住吉神社・八幡神社など
　日本遺産に認定された「能登のキリ
コ」。29日は、キリコ30基が八幡神社か
ら住吉神社へと
向かうお旅祭
り、30日は、11
基の神輿が増穂
浦を渡御する本
祭りが見どころ！
問  商工観光課　☎0767-32-1111
冨木八朔祭礼 検索

中能登町
蔵コンサートin林照寺
心をつなぐ「和×クラシック」のしらべ
［日時］　 8月22日㈯　19：00 ～
［会場］　林照寺（春木）
［出演］　はいから小町
［入場料］　500円
（お茶とお菓子がつきます）
［駐車場］
林照寺専用駐車場
［申込方法］中能
登町役場企画課までお問い合わせください
問  企画課（鳥屋庁舎）
　 ☎74-2806

宝達志水町

蔵コンサートｉｎ岡部家
琉球音楽を楽しもう。
［日時］　 9月 5日㈯　14：00開演
［場所］　加賀藩十村役　岡部家（荻谷）
［出演］　太陽人（てぃーだんちゅ）
［参加費］　500円
［定員］80人（要
予約）
※定員になり次
第、締め切り。
問 企画振興課 ☎0767-29-8250

『向陽タウンはまだ』分譲宅地発売中
　保育園や小中学校に近く、自然の中でゆったり
子育てをしたい、家庭菜園を楽しみたい人に最適。
■所在地
　中島町浜田耕部
　全38区画中残り11区画
■分譲価格・面積（ 1区画）
　280万4000円～ 295万5000円
　311㎡（94坪）～ 328㎡（99坪）
■新築助成金制度
　  200万円に加え、金融機関から借
り入れをして70㎡以上の住宅を
新築した場合に加算

【基本額】上限30万円
【市内業者で施工】上限20万円
【子育て世帯】中学生以下の
子ども 1人につき　上限10万円
【市外からの転入】上限20万円
【県外からの転入】上限100万円
（建設費の50％）
問 都市建築課　☎53-8429

簿記講座受講者募集（全25回）
　簿記は、日々の経営活動を記録・
計算・整理して経営成績と財政状
況を明らかにする技能です。
　簿記を理解すると「会計知識」や
「経営管理」「経営分析力」などが身
に付きます。
　さらに公認会計士などを目指す
人にも必須の資格です。
　簿記の基礎から学び日商簿記 3
級の試験合格を目指しましょう。
■申込期限　 9 月 4 日㈮
■講座日時
　 9月11日㈮～ 11月13日㈮
　18：30 ～ 20：30
※祝日を除く月、水、金に開催
■場所　七尾商工会議所
■受講料　5,000円（テキスト代含む）
※詳細はお問い合わせください。
問 七尾商工会議所
　 ☎54-8888

富山県高岡市観光交流情報
夏の国宝瑞龍寺
夜の祈りと大福市
　トイレの神様として知られる烏
瑟沙摩明王（うすさまみょうおう）
に合格祈願や恋愛成就、無病息災
などのお参りができます。
　また、大福市を開催し、温かい食
べ物やイベントにちなんだ縁起物
の販売をします。
■開催日　 8月 8日㈯、 9日㈰
※ライトアップ　18：30 ～ 21：30
■場所　瑞龍寺（関本町）
問 北日本新聞社高岡支社事業部
　 ☎0766-22-2226

市営住宅入居者および補欠者募集
■募集住宅
　・古府住宅　13,300円～ 33,700円
　・後畠住宅　17,700円～ 38,200円
　・馬場住宅　16,400円～ 49,500円
　・中島住宅　19,700円～ 49,000円
　・代本住宅　53,900円～ 54,000円
※変更の可能性があります。
■家賃など
　・家賃は所得に応じ決定
　・別途駐車料金の設定あり
　・入居時に家賃 3カ月分の敷金
■募集期限　 8 月19日㈬　17：15
※詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429
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