
ペットボトルロケットを
飛ばしてみよう！
事前申し込みが必要です。
■日時　 5 月17日㈰
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　七尾市少年科学館
　　　　（能登島市民センター内）
■対象　小学校 4年～ 6年生
■定員　10人（先着順）
■申込期限　 4 月13日㈪～
　　　　　　 4月30日㈭
■費用　無料

問 七尾市少年科学館　☎84-1200

～介護支援ボランティア募集～
　介護支援ポイント制度が 4月か
らスタートします。65歳以上の人
が、市内の介護施設などで行事の
補助や利用者の話し相手などのボ
ランティア活動を行った場合、ポ
イントがたまり、たまったポイン
ト数に応じて換金できる制度で
す。高齢者自身の介護予防や健康
増進を図り、生きがいづくりや社
会参加を応援します。
　まずはボランティア活動登録を
行いましょう！
■対象　  65歳以上の市民で、要介

護認定を受けていない人
■活動内容　  レクリエーションの

補助、利用者の話し
相手など

■活動場所　  市内の指定された介
護保険施設など

■ポイント　  活動 1時間につき 1
スタンプ（ 1ポイン
ト）。年度内50ポイ
ント（5,000円）が上
限です。

■登録先　七尾市社会福祉協議会
　　　　　☎52-2099
問 福祉課  ☎53-8463

児童扶養手当が4月から増額
　平成26年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことから、平成27年
度の児童扶養手当額は、特例水準の段階的な解消とあわせて、2.4％の引き
上げとなりました。 4月から児童扶養手当額が変更になます。
■手当の額
子どもの人数 支給区分 3月分まで 4月分から

1 人の場合

全部
支給 41,020円 42,000円

一部
支給 41,010円～ 9,680円 41,990円～ 9,910円

2 人の場合 1人の場合の月額に5,000円加算
3人の場合 2人の場合の月額に3,000円加算

問 子育て支援課　☎53-8445

にっぽん丸　七尾港寄港！みんなで歓迎しよう！
　客船「にっぽん丸」が、午前 9時に七尾港に入港し、午後 5時に出港しま
す。入出港での皆さんの歓迎やお見送りのおもてなしをお願いします。
　また、当日は、船内見学会も実施します。船内見学会には、申し込みが必
要です。
■日時　 5 月 1 日㈮　10：30 ～ 11：30（時間については予定）
■場所　七尾港矢田新第一埠頭
■定員　50人（多数の場合は抽選）
■申込期限　 4 月17日㈮（必着）
■船内見学会応募方法
　  往復はがきに見学希望する全員の氏名、性別、年
齢、電話番号を記入して、お申し込みください。
（往復はがき 1枚で 2人まで）見学の可否は、返信はがきで案内します。
問 〒926-8611　七尾市袖ケ江町イ部25番地
　 七尾港整備・振興促進協議会　あて（産業振興課内☎53-8565）

子ども医療費助成制度
　中学生までのお子さんの医療費
を助成しています。なお、小中学
生の通院分医療費は月1,000円の
自己負担があります。
■申請場所　ミナ.クル
※郵送での申請も可能です。
■申請に必要なもの
　子どもの保険証、保護者名義の
通帳、領収書原本（診療月の翌月か
ら 1年以内のもの）
※  前年所得を確認するため、所得
証明書をお願いする場合があり
ます。

問 子育て支援課　☎53-8419

固定資産の価格などの縦覧
■縦覧期限　 4 月30日㈭まで
■縦覧場所
　税務課　　　　　　☎53-8415
　田鶴浜市民センター☎68-3131
　中島市民センター　☎66-1111
　能登島市民センター☎84-1111
■必要なもの
・  印鑑および本人確認ができる公
的証明書類（運転免許証など）
・  納税者の代理人が縦覧する場合
は委任状
※  平成27年度固定資産税・都市計
画税の納付書および課税明細書
などは、4月上旬に発送します。

問 税務課　☎53-8415

富山県氷見市交流情報
ひみ漁業交流館‶魚
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”開館！
　漁村文化が体感できる施設
「魚々座」がオープンします。
■日時　 4 月21日㈫～
　　　　 9：00 ～ 18：00
■場所　氷見漁港内（中央町）
■休館日　水曜日
■入館料　大人300円
　　　　　中学生以下無料
　　　　　団体（25人以上）250円
問 魚々座・漁業文化推進室
　 ☎0766-74-8018

消防ポンプ自動車（4台）を売却
■公開場所　七尾消防訓練場
　　　　　　（つつじが浜）
　※事前に予約が必要です。
■公開期限　 4 月13日㈪まで
■申込期限　 4 月13日㈪
■入札日　　 4 月16日㈭
■入札場所　七尾市役所
※詳細はお問い合わせください。

問 総務課☎53-1118

富山県高岡市交流情報
高岡御車山祭
　高岡の伝統工芸の粋を集めた、
豪華絢爛な 7基の御車山がまちな
かを巡行します。 4月30日の宵祭
では、御車山のライトアップ展示
も行います。（18：30 ～ 21：00）
■日時　 5月 1日㈮
　　　　奉曳　11：00 ～ 18：00
　　　　勢ぞろい式　12：00
■場所　山町一帯・片原町周辺
問 高岡市観光交流課
　 ☎0766-20-1301

不用品活用銀行
■ゆずります
　  チャイルドシート、タンス、本
棚、食器棚、剣道用防具・袴、こ
たつ、自転車（22インチ）、ペット
トイレトレ―
■ゆずってください
　  古田式むしろ編み機、自転車（24～
26インチ）、ぶら下がり健康器具、
車いす、ひまわり保育園制服関係
（制服・かばん）、男子小学生用学
生服一式（上着・ズボン）、子ども
服（女子・90～100㎝）、ジュニア
シート、卓球台、犬小屋
※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

第3回
桜のお絵かき会開催！
　布バッグに布クレヨンで桜の絵
を描いて、自分だけのオリジナル
バッグを作ってみませんか？クレ
ヨンなどの道具は必要ありません。
■日時　 4 月19日㈰
　　　　10：00 ～ 15：00荒天中止
■参加費　無料（持ち物不要）
■定員　30人（先着順）
※軽遊具の貸し出しもあります。
　  バドミントン、ボール、フリス
ビー、縄跳び、フラフープなど

問 希望の丘公園管理事務所
　 ☎52-9266

第10回七尾市民健康福祉
まつり出展者募集
　市民が共に支え助け合い、育み
合って、健康で豊かな美しいまち
づくりを推進するために、開催し
ます。
■日時　10月 3 日㈯
■場所　ミナ.クル、パトリア周辺
■申込期限　 4 月24日㈮
※詳しくはお問い合わせください。
問 七尾市社会福祉協議会　☎52-2099

観光列車「のと里山里海号」に
手を振ろう
　 4月29日（水・祝）からのと鉄道
の観光列車「のと里山里海号」が運
行します。（ 1日 5便）。観光列車
に乗る観光客の楽しみは、能登の
風景や食べ物に加えて、地域住民
のぬくもりを感じることです。「の
と里山里海号」を見かけたら、笑顔
で手を振り、市民みんなで歓迎し
ましょう。
■運行日　 4 月29日（水・祝）～
　　　　　（土、日、祝日ほか）

問 企画財政課　☎53-1117

長野県飯山市交流情報
第32回いいやま菜の花まつり
　唱歌「おぼろ月夜」の情景が残
り、千曲川も眺望することができ
る菜の花公園を舞台に開催。千曲
川と残雪抱く関田山脈を背景に、
広大な敷地に黄金色の菜の花畑が
広がり、さまざまなイベントが行
われます。
■日時　 5 月 3 日㈰～ 5日㈫
■場所　菜の花公園（瑞穂）
問   いいやま菜の花まつり
　 実行委員会（市農林課内）
　 ☎0269-62-3111
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