
児童扶養手当・ひとり親家庭等
医療費の現況届はお早めに
　提出がない場合、手当の支払い
が一時差止められ、受給資格がな
くなる場合がありますので、ご注
意ください。
■提出が必要な人
　・児童扶養手当を受給している人
　・支給停止されている人
　・  ひとり親家庭等医療費の資格

登録をしている人
■手続きに必要なもの
　①印鑑
　②健康保険証
　③  児童扶養手当証書・ひとり親

家庭等医療費受給資格証
　　（交付を受けている人）
　④  そのほかの書類（事由によっ

て必要な書類は異なります）
※  平成28年 1 月 2 日以降に転入し
た人は、平成28年度所得課税証
明書が必要です。

■提出期限　 8月31日㈬
問 子育て支援課　☎53-8419

和倉温泉短歌・俳句大会開催
　短歌や俳句に興味のある人は、
お気軽にご参加ください。
　選者の選評もあります。
■日時　 9月 1日㈭ ・ 2日㈮
　　　　13：00 ～ 16：00
■場所　和倉温泉観光会館
■内容　
　  選者の対談、入賞作品の発表と
表彰、当日詠・当日句発表

■入場料　無料
問 文化課　☎53-8437

長野県飯山市観光交流情報
信越自然郷うまいもの市開催
　飯山市と周辺市町村の「食」を楽
しむイベント、第 4回北信州ハー
フマラソンと同時開催です。
■日時　 9月25日㈰
　　　　 9：00 ～ 13：30
■場所　  飯山市本町商店街
問 飯山市商工観光課
　 ☎0269-62-3111

児童扶養手当
第2子以降の加算額が
8月分から変わります
■手当の額

子ども 平成28年
7 月分まで

平成28年
8 月分から

1人目 42,330円～ 9,900円
（変更なし）

2人目 5,000円 5,000円
～ 10,000円

3 人目
以降 3,000円 3,000円

～ 6,000円

・  児童扶養手当法の改正によるも
のです。

・  昨年中の所得に応じて支給額が
決まります。所得制限限度額を
越えると支給されません。
問 子育て支援課　☎53-8419

自衛官募集

募集種目 資格
（平成29年 4 月 1 日現在） 受付期間

一般曹候補生 18歳以上27歳未満
の男女 8月 1日㈪

～ 9月 8日㈭自衛官候補生※
航空学生

高卒（見込み含む）
21歳未満の男女

防衛大学校学生（推薦） 9月 5日㈪
～ 9月 8日㈭防衛大学校学生（総合選抜）

防衛大学校学生（一般）前期
9月 5日㈪
～ 9月30日㈮

防衛医科大学校 医学科学生
防衛医科大学校
看護学科学生（自衛官コース）

防衛大学校学生（一般）後期
平成29年
1 月21日㈯
～ 1月27日㈮

※自衛官候補生男子は、年間を通じて行っております。
問 自衛隊石川地方協力本部　七尾出張所　☎53-1691

特定健診・がん検診の日程
　自分の身体の状態を教えてくれるのが「健診」です。
　現在治療中の人も対象です。ぜひ、受診ください。
検診日 場所 受付時間 特定健診がん検診
8月 8日㈪ 七尾サンライフプラザ 8：30 ～ 10：00 ○ ○
8月21日㈰ すこやか 8：30 ～ 10：00 ○ ○
8月24日㈬ 七尾サンライフプラザ 8：30 ～ 10：00 ○ ○

　市内医療機関でも 9月30日㈮まで受診できます。
問 特定健診：保険課　☎53-8420　がん検診：健康推進課　☎53-3623

第4回　等伯の里　盆おどり
　七尾駅前にある長谷川等伯像の
前にやぐらを組み、盆踊りを開催
します。ぜひお越しください。
■開催日　 8月13日㈯、14日㈰
■場所　ミナ.クル前広場
イベント名 時間

ミニ新幹線 14：00 ～ 16：00

縁日・飲食コーナー 15：00 ～ 20：00

ビアガーデン 15：00 ～ 20：00

カラオケ大会 18：00 ～ 18：45

盆踊り 19：00 ～ 20：00

・スケジュールは変更になる場合　　
  があります。少雨決行。
・カラオケ大会は自由参加です。
問 七尾駅前活性化協議会
　（七尾都市開発内）　☎54-0770

観光・イベント情報観光・イベント情報

近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

羽咋市

第 3 回はくい花火大会
［日時］　
8月20日㈯　17：00 ～ 21：00
花火の打ち上げは20：00 ～
［場所］眉丈台地スポーツ広場
　頭上で光りはじける圧巻
の花火は羽咋ならでは！
　模擬店やアトラクション
もありますので、ぜひお越しください！

　　はくい花火大会 検索
問 羽咋市商工会青年部事務局
　 ☎0767-22-1393

志賀町

日本遺産　能登キリコ祭り体験
【西海祭り】
女性がキリコを担ぐ全
国でも珍しい祭り。
［開催日］　 8月14日㈰
【冨木八朔祭礼】
各集落から約30本のキ
リコが乱舞する祭り。
［開催日］　 8月27日㈯
　キリコ担ぎやよばれ体験で、能登人との交流が楽しめます。

　　里浜時計 検索
問   商工観光課　 ☎0767-32-9341

中能登町
蔵コンサートin傳流寺
クラシカルサックス四重奏
［日時］
8月27日㈯　19：00 ～
［会場］
傳流寺（井田）
［出演］
ボンテ・サクソフォーン・カルテット
［入場料］　500円（お茶とお菓子がつきます）
［申込方法］
中能登町役場企画課までお問い合わせください
※駐車場がありません。道の駅からシャトルバスを運行します。
問 企画課（鳥屋庁舎）　☎0767-74-2806

宝達志水町

お彼岸コンサート～ピアノ曲の楽しみ～
［日時］
9月22日（木・祝）
18：00 ～
［場所］西照寺（宿192）
入場無料・申込不要
　ピアニスト田島睦子さんによる『月
光』『子犬のワルツ』や中学生との連弾
をお楽しみください。
問 芸術を愛する会
　 ☎080-3749-3663
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七尾支店

平和写真パネル展
～平和への祈りをこめて～
　戦後71年目を迎える今日、戦争
の悲惨さを次世代に伝え、平和の
大切さを見つめなおす機会として
開催します。入場は無料です。ぜ
ひお越しください。
■期間　 8月 6日㈯ ～ 12日㈮
　　　　 9：00 ～ 17：00
　　　　※開催期間中無休
　　　　※初日は10：00開館
　　　　　最終日は15：00閉館
■場所　パトリア4階フォーラム七尾
■展示内容など
　  原爆写真パネル、市内の戦争に関
する資料、市内小中学生の平和に
関する作品、巨大紙芝居「第二能
登丸のそうなん」、DVD上映

問 総務課 人権・男女共同参画室
　 ☎53-1112 

富山県高岡市交流情報
夏の国宝瑞龍寺
夜の祈りと大福市
　美しくライトアップされた境内
で、トイレの神様として知られる
烏瑟沙摩明王（うすさまみょうお
う）に合格祈願や恋愛成就、無病息
災などのお参りができます。
　また、大福市では、特産品や縁起
物を販売します。
■開催日　 8月13日㈯、14日㈰
■場所　瑞龍寺（関本町）
■費用　前売券350円、当日券500円
問 北日本新聞社高岡支社事業部
　 ☎0766-22-2226

富山県氷見市交流情報
企画展「タコカプセル
時と海と、オラっちゃを繋ぐ」
■期間　 9月25日㈰まで
　　　　（毎週水曜日休館）
■時間　 9：00 ～ 17：00
■場所　魚々座（氷見市中央町 7番 1号）
■料金　300円、中学生以下無料
■内容
　  昔から行われてきたタコ壺漁の
仕組みなどを映像や写真で紹介
します。実際に使用していたタ
コ壺の展示やオリジナルタコ壺
を作るワークショップも開催。
　  （ 8 月 1 日㈪、 8日㈪、15日㈪、
22日㈪、各回13：00 ～ 16：00）
　  その他、漁網編み体験や海のジェ
ルキャンドル
づくり（有料）な
ど、イベント盛
りだくさん！夏
休みは魚々座
で決まり！

問 ひみ漁業交流館 魚々座
　 ☎0766-74-8018

第33回金沢矯正展
刑務所作業製品展示即売会
■日時　 9月10日㈯
　　　　 9：30 ～ 16：00
■場所　金沢刑務所構内
　　　　（金沢市田上町公 1番地）
■内容　  刑務所作業製品の展示販

売、模擬店コーナーなど
問 金沢刑務所（企画部門）
　 ☎076-221-7367
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