
詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。

法律相談開催
■日時・弁護士
　10月13日㈭　出口　勲
　10月20日㈭　樋詰　哲朗
　10月27日㈭　廣瀬　直樹
　11月10日㈭　堀江　重尊
　11月17日㈭　二木　克明
　12月 1 日㈭　細見　孝次
　12月 8 日㈭　菊地　環
　12月15日㈭　前川　直善
　13：30 ～ 16：00
■場所　フォーラム七尾
■申込方法　
　前日の17時までに電話予約
■定員　 5人（先着順）
■相談料　5,400円
※  負担が困難な人で、法律援助資
力基準に該当する場合は無料。

　クレ・サラ相談は初回無料。
問 金沢弁護士会　☎076-221-0242

第62回七尾市美術展覧会
作品募集
■申込期限（一般の部）
　10月13日㈭申込はがき必着
■搬入日
　【学生の部】
　10月16日㈰　14：00 ～ 15：00
　場所　ワークパル七尾 2階
　【一般の部】
　10月25日㈫　16：00 ～ 18：00
　場所　七尾美術館
■表彰式　10月30日㈰
　七尾美術館　アートホール
■申込書類設置場所
　  市役所受付、七尾美術館、七尾市
文化協会（池田家）、各地区コ
ミュニティセンター、北國新聞
社七尾支社、カメラのキタムラ

※  展覧会はどなたでも無料でご覧
いただけます。（入館無料）

■会期　10月28日㈮～ 10月31日㈪
■場所　石川県七尾美術館全館
問 七尾市美術展覧会（橋本）
　 ☎53-3013
　 文化課　☎53-8437

ぽい捨てはやめましょう
～マナーを守ってきれい
なまちに～
　平成26年10月に七尾市ぽい捨て
等を禁止する条例を施行しました。
　道路や公園など野外の公共場所
で次の行為を行った場合、市から指
導・勧告・命令を受けたり、過料が
科されたりすることがあります。
■禁止されている行為
　・空き缶などのぽい捨て
　・廃棄物の投棄
　・ペットのふんの放置
■喫煙する人へ
　・指定場所で喫煙しましょう。
　・指定場所以外で喫煙する場合　
　　は携帯灰皿を使用しましょう。
　・周囲に迷惑をかけないように
　　しましょう。
問 環境課　☎53-8421

はろうななおの観光ガイド養成講座
　七尾の魅力を案内して輝きのある人生を送りませんか。

日時 集合場所 内容
10月22日㈯
9：00 ～ 11：00

 妙観院前
長谷川等伯ゆかりの山の寺
（山の寺の日に合わせて開催）

10月29日㈯
9：00 ～ 11：00

七尾城本丸駐車場 上杉謙信も絶賛した七尾城

■受講料　無料
問 七尾市観光ボランティアガイドはろうななお　☎53-8815

一日合同行政相談所
　登記、税金、雇用、年金、相続、遺言、成年後見、
国・県・市の仕事などの相談に応じます。（秘
密厳守・相談無料）
■日時　10月25日㈫　13：00 ～ 15：30
■場所　フォーラム七尾 多目的ホール
　　　　（パトリア 4階）
■参加予定機関
　金沢地方法務局、石川労働局、七尾年金事務所、七尾公証役場、石川県中
　能登総合事務所、七尾市、北陸税理士会七尾支部、石川県司法書士会、
　石川県行政書士会、行政相談委員、石川行政評価事務所
問 総務省石川行政評価事務所 行政相談課　☎076-222-5232
　 総務課人権・男女共同参画室　☎53-1112

こしのくに国府フォーラム
2016in能登国七尾
　平成30年は能登立国1300年。北
陸道各国の特産品と奈良の都との
関係を学びませんか。
○香島より熊来をさして漕ぐ船の
　ツアー
■日時　11月12日㈯
　　　　12：00 ～ 15：00
■内容　能登万葉御膳を食し、七尾
　　　　湾を観光船で巡る。
■集合場所　能登食祭市場
■参加費　3,000円（弁当代込み）
■定員　40人程度（先着順）

○講演会
　「奈良の都とこしのくに能登の食」
■日時　11月13日㈰
　　　　13：00 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■講師　舘野　和己氏
　　　　（奈良女子大学特任教授）
■参加費　無料
問 文化課　☎53-8437

平成28年社会生活基本調査
にご協力をお願いします
　この調査は、私たちの生活時間
の配分や自由時間における主な活
動を調査します。国民の社会生活
の実態を明らかにすることにより、
各種行政施策のための基礎資料を
得ることが目的です。昭和51年か
ら 5年ごとに実施しています。
　国で選んだ世帯に調査員が訪問
し、調査票の配布・回収を行います。
■調査の対象
　72世帯（全国約88,000世帯）
■調査基準日　10月20日㈭
問 総務課　☎53-1132

国民年金に加入しましょう
　日本に住んでいるすべての20歳
以上60歳未満の人は、国民年金制
度に加入することになります。
・第 1号被保険者
　  自営業者、学生、退職者、フリー
ター、無職の人などが対象。手
続きは自身で行う必要がありま
す。特に、退職した人はご注意
ください。

・第 2号被保険者
　  会社員や公務員など、厚生年金
保険や共済組合に加入している
人が対象。

　手続きは勤務先が行います。
・第 3号被保険者
　  第 2 号被保険者に扶養されてい
る配偶者が対象。

　  手続きは第 2号被保険者の勤務
先を通じて行います。

問 七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　　　　　☎53-8417

七尾市成人式
「ありがとう・おめでとう」
の手紙募集
　平成29年1月8日㈰開催の成人
式。成人者からの「ありがとう」、
保護者からの「おめでとう」の手紙
を募集します。
■提出期限　10月28日㈮
問 生涯学習スポーツ課　☎53-3661

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。
■日時　12月11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 6 日㈰
■持ち時間　 7分以内　 2曲まで
問 七尾市公共施設管理公社
　 ☎53 -1160

不用品活用銀行
■ゆずります
　  洋タンス、和タンス、食器棚、座
椅子、衣装ケース、柔道着（高校
生 ）、乳 母 車、本 棚（150cm×
90cm×30cm、 4段）、七尾港ま
つり用ゆかた（女性用）、いこう
（着物掛け）、赤ちゃん用ベッド、
女子用オーバー（140cm）

■ゆずってください
　  流し台（右側シンク、 1 m×
0 . 5 m× 0 . 8 m）、普通タイヤ
（145R12）、大人用自転車 3台、
田んぼ用長靴、学生服上着（石崎
小学校男子 6年生）、スキーウェ
ア（男性用、175cm）、ソファー
（ 2 ～ 3人掛け）「等伯」文字入
りポロシャツ白 3着、ぶらさが
り健康器

※電気製品は取り扱いできません。
※登録期限は 6カ月です。
※  次の場合、環境課まで必ずご連
絡ください。

　・交渉の成立・不成立
　・登録した品物を処分した。
　・品物が不要になった
問 環境課　☎53-8421

必ずチェック
石川県最低賃金 時間額757円
　10月 1 日㈯から石川県最低賃金
が時間額757円になりました。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）最低賃金
が適用されます。

　 石川労働局 検索

問 石川労働局　☎076-265-4425

全国一斉緊急地震速報訓練
　「Ｊアラート」は、地震・津波や
武力攻撃などの緊急情報を、国か
ら市町村へ、人工衛星などを通じ
て瞬時に伝えるシステムです。
　「Ｊアラート」からの緊急情報
を、さまざまな手段を使い、市民の
皆さんへお伝えするための情報伝
達訓練を実施します。
■日時　11月 4 日㈮　10：00
■主な情報伝達手段
　・屋外スピーカー
　・防災ラジオ
　・  ラジオななおを選局した通常

のラジオ
　・防災メール
■放送内容
　  「ただ今から訓練放送を行いま
す。緊急地震速報。大地震（お
おじしん）です。大地震です。
これは訓練放送です。」

問 防災交通課　☎53-6880
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