
「七尾検定2015」申し込み開始
　住んでいても意外と知らない七
尾のアレコレ。初級から上級まで
七尾に関するいろいろな分野の
250問が勢ぞろい。
　各級のオリジナル合格記念バッ
ジを 用意して、みなさんの挑戦を
お待ちしています。
■日時　11月28日㈯　10：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　七尾市役所
　　　　※級による
■申込期限　10月30日㈮（必着）
■検定区分　初級、中級、上級
■検定料　無料

※初級合格認定バッチ
問 七尾検定実行委員会事務局
　 （文化課内）
　 ☎53-8437

不用品活用銀行
■ゆずります
　  タンス、食器棚、ペット用トイレ
トレー、赤ちゃん用寝椅子、赤
ちゃん用歩行器、子ども机、双子
用乳母車、チャイルドシート
（ 3、 4歳用）、赤ちゃん用入浴
バス、すべり台

■ゆずってください
　  ビニールハウス用のパイプ、大
人用自転車、五段変速式自転車、
剣道用具（低学年サイズ）、ピア
ノ、農作業用一輪車、カーテン、
学生服（小学生男子）

※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

今月の特定健診・がん検診の日程
　自分の身体の状態を教えてくれるのが「健診」です!!
　まだ大丈夫と思っているあなたも、ぜひ年に 1回は健診を受けましょう。
日　程 場　所 受付時間 特定健診 がん検診

9 月10日㈭ 七尾サンライフプラザ
8：30 ～ 10：00 ○ ○
13：00 ～ 14：00 ○

9 月16日㈬ さつき苑

8：30 ～ 10：00

○ ○

9月25日㈮ 七尾サンライフプラザ ○ ○
(男性日)

9 月30日㈬ 七尾市役所 ○ ○

※市内医療機関でも 9月30日㈬まで受診できます。ぜひ、受診してください。
問 特定健診：保険課　☎53-8420　がん検診：健康推進課　☎53-3623

『七尾まちづくりフェスタ2015』～市民が主役のまちづくりを目指して～
　まちづくり活動のポスター展示やブース出展による紹介、活動発表、内閣
府地域活性化伝道師による講演を開催します。これからの町会活動や地域
づくりのヒントやきっかけが得られます。ぜひご来場ください。
　『七尾まちづくりフェスタ2015』は「市民が主役のまちづくり」「協働のま
ちづくり」の推進を目的に、まちづくりの輪（和）を広げるための場として開
催します。※入場無料
■日時　 9 月26日㈯　10：00 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ（中ホール）　
■プログラム　
【オープニング】10：00 ～
　太鼓・高階のひびき　出演 高階くれない太鼓ほか
　創作ダンス　出演 七尾東雲高等学校ダンス部
【活動発表】11：00 ～
　まちづくり活動団体による活動発表（ 6団体）
【講演】13：30 ～
　「みんなで支え合うまちづくり」～地域コミュニティ組織をみんなで育てよう～
　ＮＰＯサプライズ　　飯倉　清太氏
問 七尾市まちづくり推進委員会
　 （市民男女協働課内）　
　 ☎53-8633　　　　　　　　　　　　

9月は「防災月間」です
　甚大な被害を出した関東大震災を教訓に、 9月 1日は「防災の日」。また、
8月30日から 9月 5日は「防災週間」、9月は「防災月間」に定められています。
　災害は忘れたときに襲ってくるものです。地震や豪雨などの自然災害は
人の力で防ぐことはできません。しかし、日ごろから非常食の備蓄や訓練
など災害に対する備えをしておけば、あなたの命や大事な家族を守ること
ができます。
　防災月間を機に、自分たちでできることから取り組みましょう。
【自分たちでできる備え】
非常食 3日分の備蓄（家族分）、地区の防災訓練の参加、家具転倒防止など
問 防災交通課　☎53-6880

9月10日㈭～ 16日㈬は
「自殺予防週間」です
　みんなでつくる、自殺に追い込
まれない社会。自殺の誤解や偏見
をなくし、正しい知識を持ちま
しょう。
　かけがえのない命を守るため
に、市民一人一人が、大切な人のこ
ころのサインを見逃さず「気づき」
「傾聴」「つなぎ」「見守る」ことが、
自殺予防につながります。心理士
や保健師などが自殺予防とこころ
の健康に関する講座の開催や相談
に応じています。ぜひご活用くだ
さい。

問 健康推進課　☎53-3623

マレット・パーク兼用ゴルフ場増設
　七尾フラワーパークのと蘭ノ国
に、マレット・パーク兼用ゴルフ場
18ホールを増設しました。全面天
然芝生で、既存の18ホールと合わせ
て36ホールになりました。
　今まで以上に利用して、輝くス
ポーツライフを楽しんでください。
　なお、本事業は「スポーツ振興く
じ助成金」で整備されたものです。

問 七尾フラワーパークのと蘭ノ国
　 ☎54-0300
　 里山里海振興課　☎53-8005

こころの健康相談日
　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？気軽にご相談ください。
■日時　 9 月15日㈫、10月20日㈫
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　七尾サンライフプラザ
※本人に限らず、家 族の相談も可。
　事前に申し込みください。
問 健康推進課　☎53-3623

富山県氷見市交流情報
第12回氷見キトキトウオーキング
　氷見の歴史や絶景、まんがロー
ドなど全 7コースから好きなコー
スを選んで歩きましょう。
■開催日　10月24日㈯、25日㈰
■集合場所
　氷見市ふれあいスポーツセンター
■申込期限　当日まで受付
※  ただし、30kmコースと22km
コースは、10月 5 日㈪または先
着200人で締め切り
■費用
　  1,000円（高校生以下500円、ファ
ミリーコース　 1家族500円）
※詳細は、お問い合わせください。
問 氷見市スポーツ文化マネジメント室
　 ☎0766-74-8446

富山県高岡市交流情報
金屋町楽市 in さまのこ
　江戸時代初期からの町並みと銅
器工芸の職を残す金屋町（かなや
まち）で、全国各地の工芸作品の展
示販売やお茶会、ワークショップ
などが楽しめます。工芸×生活×
産業が同居するゾーンミュージア
ムイベントです。
■日時　 9 月19日㈯10：00 ～ 18：00

20日㈰10：00 ～ 17：00
■場所　高岡市金屋町
問 金屋町楽市実行委員会事務局
　 （高岡市商業雇用課）
　 ☎0766-20-1289

空き家の所有者の皆さんへ
　空き家を危険な状態で放置した
結果、建物が倒壊したり、強風で建
物の一部が飛散したりなどして他
人に被害を与えた場合、空き家の
所有者（相続人など建物を管理す
べき人を含む）に対して賠償責任
が問われることがあります。
　空き家の所有者は、定期的に様
子を見るなど状況を確認して、周
囲に悪影響を及ぼす危険な状態に
ある場合は、早急に修繕や改修、撤
去など適切な処置をお願いしま
す。
問 都市建築課　☎53-8429

国勢調査が始まります
　今回の国勢調査は、インター
ネットで回答可能です。10月 1 日
現在の皆さんの状況を回答してく
ださい。国勢調査員証を携帯した
調査員が、 9月上旬から各世帯を
訪問し「インターネット回答の利
用案内」を配付します。
　その後、インターネットによる
回答がなかった世帯に、紙の調査
票を配布し調査を行います。

問 総務課　☎53-1132

七尾プレミアム商品券3次販売
　七尾プレミアム商品券を『1,610
セット』販売します。先着順、売り
切れ次第終了です。
■日時　 9 月13日㈰10：00 ～ 15：00
■場所　七尾商工会議所
■販売価格　 1セット 10,000円
※ 1人 1回 5セットまで
※七尾市に住所がある人のみ購入可能
問 産業振興課　☎53-8565
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