
公立能登総合病院職員募集
（平成28年度採用）
■募集職種および募集人数
　（専門職）
　薬剤師・・・・・・・ 2人程度
　臨床工学技士・・・・ 1人程度
　助産師・・・・・・・ 2人程度
■募集期間
　 9月14日㈪～ 10月28日㈬
■試験日　 11月 7 日㈯
問 公立能登総合病院総務課
　 ☎52-8749

介護支援ボランティアの
受入施設を追加募集
　高齢者が介護施設などで介護支
援ボランティア活動を行い、その
実績に応じてたまったポイントを
換金できる仕組み「七尾市介護支
援ポイント制度」を実施中です。
　介護支援ボランティアを受け入
れる介護施設などを追加募集しま
す。ご希望の場合は、申請書の提
出が必要です。詳細は、お問い合
わせください。
■募集期限　 9 月25日㈮
※  市ホームページで、現在の受入
施設や申請書を確認できます。

※  介護支援ボランティアも随時募
集しています。

問 福祉課　☎53-8463

道路交通調査アンケート
にご協力を
　道路交通調査（全国道路・街路
交通情勢調査）を 9月～ 11月に行
います。この調査は、自動車の使
われ方や道路の状況などを調べる
ものです。
　無作為に抽出した自動車の所有
者にアンケートを送付させていた
だきますので、ご協力をお願いし
ます。

問   国土交通省金沢河川国道事務
所調査第二課　

　 ☎076-264-9912

こころとくらしの悩み相談会
　司法書士によるお金に関する相
談。専門医や保健師、相談員によ
るこころとからだの相談を行ない
ます。（相談は無料、要予約）

日　時 場　所

9 月10日㈭
13：00 ～ 15：00

ハローワーク
七尾

9月11日㈮
9：30 ～ 11：30

ハローワーク
羽咋

※  詳細は、能登中部保健福祉センター
　のホームページをご覧ください。
問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482

防災食（パッククッキング）
受講者募集

七尾市赤十字奉仕団事業
　各地で災害が多発している今、
私たちも他人事ではありません。
緊急時を乗り切るための講話と、
生き残るために身の回りにある食
材を使う防災食（パッククッキン
グ）の調理実習を開催します。こ
の機会に災害への備えを身に付け
ませんか。
■日時　10月 9 日㈮　10：00 ～ 13：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　23会議室・栄養実習室
■講師　日本防災士会　防災士　西川　賢治氏
■定員　30人
■参加費　無料
■募集期限　10月 5 日㈪
問 福祉課　☎53-8463

「高齢者・障害者の人権あ
んしん相談」強化週間
　虐待やいやがらせ、差別など高
齢者や障害者をめぐるさまざまな
人権問題に、人権擁護委員および
法務局職員が電話で相談に応じま
す。相談は無料、秘密厳守です。
■相談受付日時
　　 9月 7日㈪～ 11日㈮
　　　　 8：30 ～ 19：00
　　 9月12日㈯・13日㈰
　　　　10：00 ～ 17：00
■電話番号　0570-003-110
　  （全国共通人権相談ダイヤルです。
　最寄りの法務局につながります）
問 金沢地方法務局七尾支局
　 ☎53-1721

医療・福祉分野の職業を
体験しよう！
　理学療法士や作業療法士、救急
救命士、介護福祉士の仕事を楽し
く体験してみませんか。
■日時　11月 1 日㈰　全 4回
■場所　  国際医療福祉専門学校七尾校
■対象　小中学生
■定員　各分野10人程度
■費用　無料
■申込期限　10月23日㈮
問 国際医療福祉専門学校七尾校
　 ☎54-0177

2015フォーラム七尾まつり
　フォーラム七尾で活動する生涯
学習グループによる生け花や書、絵
画、手芸、文芸などの作品展示と詩
吟や舞踊、ダンス、演奏などの芸能
発表（11日）、無料体験コーナーもあ
ります。ぜひ、ご来場ください。
■日時　10月 9 日㈮～ 11日㈰
■場所　フォーラム七尾
■入場料　無料
問 フォーラム七尾　☎52-5222

七尾学講座「能登の仏像」
　海門寺千手観音坐像（国重要文化
財）を中心に能登の仏像を学びます。
■日時　10月 1 日㈭11：00 ～ 12：20
■場所　石川県七尾美術館
■講師　奥健夫氏
　　　　（文化庁主任調査官）
■参加費　無料
問 能登文化財保護連絡協議会
　 （文化課内）　☎53-8437
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本社

羽咋市
唐戸山神事相撲
～水なし、塩なし、まったなし～
［日時］　 9月25日㈮　17：30 ～
［場所］　唐戸山相撲場（羽咋市南中央町）
　 2千年にわたって継承される神事相
撲を観戦しませ
んか。
問  商工観光課
  ☎0767-22-1118

志賀町

見竹神社萬燈祭
［日時］　 9月16日㈬　18：00 ～
［場所］　見竹神社（長田）
　竹燈籠にろうそくを灯し、神社の境
内や川べりなどに並べ、 1万個の灯り
が集落を照らします。幻想的な秋の里
山風情をお楽しみくだ
さい。
問  志賀町観光協会
  ☎0767-32-9341

中能登町

「第10回中能登町福祉のつどい」
［期日］　10月 4 日㈰　 9：00 ～
［会場］　ラピア鹿島
［内容］　  福祉功労者表彰式典

渡部陽一さん（戦場カメラマン）
による記念講演

　ふれあいコーナーやお楽しみ抽選会
があります。
問   中能登町社会
福祉協議会

  ☎74-2252

宝達志水町

東間大花火
［日時］　 9月26日㈯　20：00 ～
［場所］　宝達志水町東間　農村公園
［駐車場］　放牧場（石川県畜産試験場）横
　宝達山の麓に位置する“花火師の郷”東
間。趣向を凝らしたさまざまな花火で秋
祭りを盛り上げます。
問 能登煙火（株）
  ☎0767-28-2514

「里山収穫イベント」参加者募集
　松茸山研究会の皆さんとキノコ
を採ったり、食べたりしながら能
登島の里山を体感しませんか？
■日時　10月21日㈬
　　　　10：00 ～ 13：00
■集合場所　  能登島生涯学習総合

センター芝生広場
■内容　キノコ観察会
■定員　30人程度（先着順）
■参加費　500円
■申込期限　10月 9 日㈮
※  山林を散策しますので汚れても
よい服装・長靴で参加してくだ
さい。雨天の際は内容一部変更。

問 能登島松茸山再生研究会（農林課内）
　 ☎53-8510

第3回希望の丘公園で作って
飛ばそう!紙飛行機！！
　自分だけの紙飛行機を作って大
空へ飛ばしませんか。作って飛ば
して参加賞をゲットしよう！
※参加賞はなくなり次第終了
■日時　 9 月13日㈰
　　　　10：00 ～ 15：00（雨天中止）
■定員　先着100人
■参加費　無料
※  受付は当日、希望の丘公園管理
事務所で行ってください。

問 希望の丘公園管理事務所
　 ☎52-9266

市民憲章運動推進大会
「深めよう心の絆と市民のねがい」
　来年度開催される市民憲章運動
推進全国大会七尾大会に向けて、
今年はプレ大会を開催します！
　講演や事例発表を通じて市民憲
章とは何かを考え、地域への愛着
と誇りを持ち、豊かな未来のため
に何をすべきかを、皆さんで一緒
に考えませんか。
■日時　 9月12日㈯
　　　　13：00 ～ 16：00
■場所　能登演劇堂※入場無料
■内容　
　【オープニング】
　外・雷太鼓（中島町外地区）
　【表彰式】
　・市民のねがい絵画コンクール
　・第 3回花いっぱいコンクール
　・市民のねがい功労者表彰
　【講演】14：00 ～
　「市民憲章運動でしあわせの和を広げよう」
　計画哲学研究所　所長
　三輪　真之氏
問 市民のねがい推進協議会
　 （市民男女協働課内）
　 ☎53-8633

長野県飯山市交流情報
信越自然郷うまいもの市
　北信州ハーフマラソンと同時開
催、ふるさとの名物料理をお楽し
みください。
■開催日　 9 月27日㈰
■場所　飯山市本町商店街
■費用　入場無料
問 飯山市商工観光課
　 ☎0269-62-3111
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