
行政書士無料相談会
　相続や遺言、契約、会社設立、各
種許可申請の手続きなど、さまざ
まな相談にお答えします。気軽に
ご相談ください。
　秘密厳守。事前予約は不要です。
■電話による相談
　日時：  10月 9 日㈮～ 11日㈰

10：00 ～ 16：00
☎076-268-9110

■面談による相談
　日時：10月11日㈰10：00 ～ 16：00
　場所：  アル・プラザ鹿島

1階中央イベント広場
問 石川県行政書士会
　 ☎076-268-9555

地域密着型サービスの事業者募集
　七尾市では『介護保険事業 計画』
に基づき、地域に密着した介護
サービスの基盤整備を進めていま
す。平成27年度は次の地域密着型
サービス事業者を募集します。
①認知症対応型共同生活介護
　（グループホーム）
　 1施設（袖ケ江・矢田郷地区）
②定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　 1事業所
■申込期限　10月30日㈮
■応募資格　法人
※  詳細は市ホームページをご覧く
ださい。

問 保険課　☎53-8451

必ずチェック　最低賃金
　10月 1 日から石川県最低賃金が
時間額735円になり、全産業、全労働
者に適用されます。使用者は、これ
より低い賃金で労働者を雇用する
ことはできません。
　なお、産業によっては、これより
金額の高い特定（産業別）採点賃金
が適用されます。詳細はお問い合
わせください。

　 石川労働局 検索
問 石川労働局　☎076-265-4425

アートとのれんの町一本杉通り
秋の手しごとストリートウオーク
　手しごとの良さや、そこからつな
がる暮らしの豊かさを感じてもらう
ことを願い、一本杉通りの各商店が
繋がりある作家の作品展覧会を行い
ます。ぜひお立ち寄りください。
■日時　10月17日㈯、18日㈰
　　　　 9：00 ～ 18：00
■場所　一本杉通り各商店
問 一本杉通り振興会
　 ☎52-0368

ピアノ大好きコンサート
　スタインウェイピアノであなた
だけの音色を奏でませんか。コン
クールではありませんので、お気
軽にご参加ください。
■開催日　12月13日㈰
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　大ホール
■参加費　1,000円
■申込期限　11月 8 日㈰
■持ち時間　 7 分以内　 2曲

問 七尾市公共施設管理公社
　 ☎53-1160

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
・中島住宅　19,700円～ 49,000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有
・入居時に家賃 3カ月分の敷金
■募集期限
　10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

第4回「ななお景観賞」市民投票
　7月から募集を行い、市民の皆さんか
ら寄せられた作品の中から、最終選考の参
考にするための市民投票を実施します。
■投票期間
　10月15日㈭～ 10月28日㈬
■投票会場
　  七尾市役所 1階市民ロビー、市民センター、図
書館、七尾美術館、ミナ．クル 1階総合案内所
■投票時間
　 8：30 ～ 17：00
　  （市役所、市民センターは土日祝日、図書館
は月祝日、七尾美術館は月祝翌日を除く）
■投票方法
　  投票は 1人 1回（各部門 2作品
まで）に限ります。

　  選考理由などのご意見もお書き
ください。（市ホームページから
投票用紙をダウンロードして
メールまたはＦＡＸでも投票可）
■候補作品
　各投票会場で作品を展示
　（市ホームページでも閲覧可）
■選考基準
　  ・街並みとの調和・デザイン性・
地域性の演出・古民家の保全・
地域社会への貢献

■第 3回「ななお景観賞」受賞作品

 
いがわ会館（飯川町）

日用川沿いの桜並木
問 都市建築課
　 ☎53-8469　FAX52-9288
　   E-mail：toshikenchiku@
city.nanao.lg.jp
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七尾支店

羽咋市

文化祭
［日時］　11月 1 日㈰～ 3日（火・祝）
9：00 ～ 17：00
（ 3 日は16：00まで）
［場所］
羽咋体育館（鶴多
町）ほか
　地元団体による芸能発表をはじめ、
菊花や盆栽、書道などを展示します。
問  生涯学習課
  ☎0767-22-9331

志賀町

文化祭
［日時］　11月 1 日㈰～ 3日（火・祝）
［時間］　 9：00 ～
［場所］　志賀町文化ホール（高浜町）ほか
　式典や記念講演、芸能発表など富来
活性化センター
でも作品展示し
ます。
問   生涯学習課
  ☎0767-32-9350

中能登町

第４回雨の宮古墳まつり
［日時］　10月17日㈯　10：00 ～ 13：00
［場所］　雨の宮能登王墓の館前広場（西
馬場）
　太鼓演奏、保育園児遊戯（さくら保育
園、つくし保育園）、よさこい演舞、鹿西
小学校児童鼓笛演奏、乗馬体験、勾玉作
り、古墳めぐりクイズラリー、模擬店、
お楽しみ抽選会
など。
問   企画課
  ☎74-2806

宝達志水町
健康・生きがい・仲間づくりを応援！
第４回宝寿荘まつり
［日時］　10月20日㈫　10：00 ～ 14：30
［場所］　老人福祉センター「宝寿荘」（今浜）
［入館料］　無料（無料開放デー）
　豚汁サービス、模擬店（手作り品リサ
イクル品ほか）、
野菜市、展示、演
芸など。
問   老人福祉セン
ター「宝寿荘」

  ☎0767-28-4506

不登校・ひきこもり講演会
　ひきこもり状態の人や、悩みや不安を持つ
ご家族、支援関係者を対象に、ひきこもりの
人への関わり方を学ぶ講演会を開催します。
■日時　10月31日㈯14：00 ～ 16：00
■場所　  能登中部保健福祉センター

大会議室
■内容
　①講演  『子どもの生きる力を育

てる関わり方』
　②ゲートキーパー講座
　③質疑応答
■講師　高　賢一氏
　　　　（金沢星稜大学教授）
※参加費無料
問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482

うつ病家族教室
　うつ病と診断された人の家族や、うつ病
と思われる人の家族を対象に、うつ病の知
識や対応の理解を深めるための家族教室を
開催します。お気軽に参加ください。
■開催日　10月16日㈮
■時間　14：00 ～ 16：00
■会場　  能登中部保健福祉センター

大会議室
■内容　  ①講演

『うつ病の理解と対応』
　　　　②質疑応答
■講師　関　奈緒子氏
 （石川県立高松病院医師）
※参加費無料
問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482

浄化槽の法定検査を
受けましょう
　浄化槽は年 1回、法定検査が義
務付けられています。浄化槽の正
しい維持管理を行いましょう。
■法定検査の申し込み
　（公社）石川県浄化槽協会
　金沢市西泉 5丁目93番地
　☎076-241-7781
問   能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482

メンタルヘルス講演会
　ストレスの多い現代社会、自殺
に追い込まれることなく、誰もが
暮らしやすい社会を目指して、講
演会を開催します。
　あなたと大切な人の命を守るた
めにできること。こころの危険信
号に気付き、対処していく方法を
考えてみませんか。
　事前申し込み不要で、どなたで
も参加できます。
■日時　10月25日㈰14：00 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　検診ホール
■講師　西村　正史氏（精神科医）
■費用　無料

問 健康推進課　☎53-3623
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