
「市民のねがい」
「市のシンボル」作品展示
　「市民のねがい」や「市のシンボ
ル（花・木・鳥・魚）」絵画入賞作
品と、「市のシンボル」写真コンテ
スト作品の展示会を開催します。
ぜひ、ご覧ください。
【中央図書館】
■期間　 1 月 8 日㈭～ 1月21日㈬
【サンビーム日和ヶ丘】
■期間　 1 月23日㈮～ 2月10日㈫
【能登島生涯学習センター】
■期間　 2 月13日㈮～ 2月25日㈬
【中島市民センター】
■期間　 2月27日㈮～ 3月12日㈭
問 市民男女協働課　☎53-8633

農業委員会選挙人名簿
登載申請を忘れずに
　次に該当する人は、名簿登載申
請をしてください。
①  平成27年 1 月 1 日現在、七尾市
に住所がある人

②  平成 7年 4月 1日以前に生まれ
た人

③  10アール以上の農地を耕作する
人（経営主）、または経営主の同
居の親族か配偶者で、年間60日
以上耕作している人

■提出期限　 1 月 9 日㈮
※詳細はお問い合わせください。
問 農業委員会　☎53-8440

七尾市産業功労表彰 受賞者
　七尾市の産業振興に功績のあっ
た人に贈られる平成26年度 3部門
の受賞者は次のとおりです。
 （敬称略）
■農林漁業功労賞
　横川良栄
■技能功労賞
　赤坂美恵子、川上勇、田村学、
　花出隆、 瀨克已、土田優子、
　前濱艶子、宮本了司、瀬上政樹、
　平ノ谷美雪、原田喜一、
　金森一郎、平山勝美、横浜朋明、
　扇栄一
■地場産業奨励賞
　本藤勝昭
問 産業振興課　☎53-8565

放送大学 4月生募集
　放送大学では、平成27年度第 1学
期（ 4月入学）の学生を募集します。
　放送大学はBS放送やインター
ネットを通して学ぶ正規の通信制
の大学です。
　大学（学士）卒業を目指す人や好
きな科目を 1科目だけ勉強したい
人も入学できます。
（入学試験はありません。）
出願期限は 2月28日㈯まで。
資料は無料です。
■入学説明会
　 1月17日㈯、18日㈰
　 2月 7日㈯、 8日㈰、14日㈯、
　15日㈰、21日㈯、22日㈰
■個別相談会
　  石川学習センターで10：30から
随時開催（要予約）

問 放送大学石川学習センター
　 ☎076-246-4029

男女共同参画市民のつどい講演会
　男女共同参画社会の実現を目指
して、テレビなどでもおなじみの
本城稔先生をお招きし、講演会を
開催します。
■日時　 1 月25日㈰14：00 ～
■場所　フォーラム七尾
■定員　80人
■講師　本城　稔　氏
　　　　  （㈱I.B.P総合研究所代表

取締役所長）
※入場整理券が必要です。
　（配布日 1月15日㈭～ 20日㈫）
問 フォーラム七尾　☎52-5222

難病・小児慢性特定疾病の
医療費助成の対象が
拡大されます
　 1月から、難病・小児慢性特定
疾病の医療費助成の対象疾患が拡
大します。
　対象となる疾患は、お問い合わ
せください。石川県ホームページ
にも掲載しています。
問 能登中部保健福祉センター
 　☎53-2482
 　石川県健康推進課
 　☎076-225-1448

医療業務従事者は 2年ごと
に現況の届出が必要です！
■対象
①医師、歯科医師、薬剤師
※  医師や歯科医師、薬剤師の届出
は、現在、その業務に従事してい
ない場合（無職の場合など）でも
対象となります。

②  保健師、助産師、看護師、准看護
師、歯科衛生士、歯科技工士の業
務従事者

■届出期限　 1 月15日㈭
【医師、歯科医師、薬剤師】
■届出先　能登中部保健福祉センター
【保健師、助産師、看護師、准看護
師、歯科衛生士、歯科技工士】
■届出先　石川県医療対策課
問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482
　 石川県医療対策課
　 ☎076-225-1431

やる気のある企業を応援します！七尾市販路開拓支援事業
　物産展や商談会出展費用の一部を支援します。
■対象　市内に主たる事業所がある中小企業者および個人事業者
■対象事業　国内および海外で開催される物産展や商談会
■対象経費　出展料、梱包・輸送費、広告宣伝・印刷費、小間装飾料
■補助金額　補助率　 1 / 2 以内
　　　　　　限度額　海外および三大都市圏など10万円、北陸三県 5万円
■募集期限　随時
※必ず申請前にご相談ください。
問 産業振興課　☎53-8565

羽咋市

ボランティア♥婚活in羽咋
［日時］　 2月 7日㈯13：00 ～ 16：00
［場所］　コスモアイル羽咋（羽咋市鶴多町）
［対象］　絵本作りに関心のある未婚女性（22 ～ 45歳）
［参加費］　500円（女性）
［申込期限］　 1月21日㈬
　海外の子どもたちのた
めに絵本作りをする婚活です。
問  羽咋市社会福祉協議会 ☎0767-22-6231

志賀町

機具岩・旧福浦灯台ライトアップ
［日時］　 2月15日㈰まで
・機具岩（富来七海）
　日没から22：00
・旧福浦灯台（福浦港）
　19：00 ～ 22：00
問  商工観光課
　 ☎0767-32-9341

中能登町

なかのと朝市　ぜんざい振舞い
［日時］　 2月 8日㈰ 6：30 ～ 8 ：30
　　　　（なくなり次第終了）
［場所］　なかのといち会場（春木地内）
　毎週日曜日
に開催のなか
のと朝市。 2月
のイベントは、
ぜんざいの振
舞いです。
問  中能登町商工会　☎76-1221

宝達志水町

ニコニコ展
［日時］　 1月31日㈯～ 2月 1日㈰
　　　　10：00 ～ 16：00
［場所］　敷波会館
［内容］　手工芸品・絵画・生け花などの展示
　　　　チャリティバザー

問  運営委員会（前多）☎090-2035-3175

第10回市民バレーボール祭
　仲間と一緒に楽しんでみませんか？
■開催日　 2 月 8 日㈰ 9：00 ～
■場所　田鶴浜体育館
■対象者　  市内在住・勤務・通学

している人
■参加費　4,000円（ 1チーム）
■申込期限　 1 月30日㈮
■抽選日　　 2 月 4 日㈬19：30 ～
※変則 6人制、 5号ボール使用
問 七尾市バレーボール協会
　 事務局　（作井）
　 ☎090-5682-8403

新型写真判定機導入！
　城山陸上競技場の写真判定機を
新しくしました。
　トラック競技のゴールの瞬間を
克明に分析できます。
　皆さんには、今まで以上に利用
していただき、輝くスポーツライ
フを楽しんでください。
　写真判定機は「スポーツ振興く
じ助成金」で整備されたものです。

問 生涯学習スポーツ課　☎53-3661

未使用タオルの提供を！
～東日本大震災支援事業～
　東日本大震災から 3年 9カ月が
経ちました。しかし、被災地では、
生活再建への復興は未だ遅れてい
ます。そこで被災地支援として、
皆さまから未使用タオルのご提供
をお願いします。集まったタオル
は被災地の福祉施設へ届けます。
　皆さんからのご提供を心よりお
待ちしています。

■収集期限　 3 月 6 日㈮
■提供先　福祉課
問 七尾市赤十字奉仕団事務局
　 （福祉課内）☎53-8463

七尾未来こども基金への
寄附金
　未来を担う子どもたちのため
に、市民の皆さまから、どんたく各
店に設置したこども基金募金箱へ
の募金をはじめ、多大なご寄附を
賜り、心から感謝申し上げます。
■寄附をいただいた人のご芳名
　（敬称省略・順不同）
　武元文平　佐原鉄郎・加津美
　半田昭紀　近江一芳　
■氏名公表を希望されない人
　 3人、 1団体
■寄附金額合計　1,098,270円
　寄附金は、教育活動支援会議で
皆さんのご意向を尊重しながら、
支援内容を決定します。
　今後も継続して皆さんからの寄
附を募っていますので、ご支援、ご
協力をよろしくお願いします。
問 七尾市小中学校退職校長会
　 （七尾市教育研究所内）
　 ☎57-5671
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