詳細は 問 の連絡先にお問い合わせください。

11月は児童虐待防止推進月間です
〜オレンジリボンキャンペーン〜
虐待をなくそう あなたの愛が
子どもの笑顔を守ります
さしのべて
あなたのその手
いちはやく
オレンジリボンは、児童虐待防
止のシンボルです。あなたのその
一報が子どもを救います。
虐待が心配される子どもを見つ
けた人、
「 これって虐待かも」と子
育てに悩んでいる人は連絡してく
ださい。
■連絡・相談機関
児童相談所全国共通ダイヤル
（近くの児童相談所につながります。）
☎189
七尾市子育て支援課 ☎53-8445
七尾市保健センター ☎53-3623
能登中部保健福祉センター
☎53-2482
七尾児童相談所
☎53-0811
七尾警察署
☎53-0110
Let s Call．
．オアシスライン
☎52-0783
【児童虐待を考える映画上映会】
■日時 11月19日㈯ 14：30 〜
■会場

石川県七尾美術館
アートホール
■作品 きみはいい子
■出演 高良健吾、尾野真千子ほか
■入場料

無料

問 子育て支援課

☎53-8445

「ともに歩もう 市民のつどい」
〜つなげよう市民の輪 広げようしあわせの和〜
人権・男女共同参画の理解を深める「市民のつどい」を開催します。学校
嫌いになった講師自身の体験を元に、年代を問わず夢と希望と勇気が持て
るお話が聞けます。入場無料です。ぜひご来場ください。
■日時 11月27日㈰ 10：00 〜 12：15
■場所 フォーラム七尾 多目的ホール

・男女共同参画「川柳」
・人権擁護に関する標語
【講演】10：45 〜

の説明をします。
■対象 在宅で介護している人
■日時 12月15日㈭
■場所
■費用

10：30 〜 12：00
金ヶ崎公民館
無料

問 保険課

☎53-8457

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。

問 総務課人権・男女共同参画室

残り期間わずかです。まだ受けていない人は早めに受けましょう。
受付時間

特定
健診

がん
検診

11月 8 日㈫ 七尾サンライフプラザ

8 ：30 〜 10：00
13：00 〜 14：00

○

○

11月12日㈯ すこやか

8 ：30 〜 10：00

○

○

11月25日㈮ 七尾サンライフプラザ

8 ：30 〜 10：00

○

○

12月 3 日㈯ 七尾サンライフプラザ

8 ：30 〜 10：00
13：00 〜 14：00

○

○

日

場所

市内医療機関でも11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

対象者・日時・会場

女性に対する暴力をなくす運動
いしかわパープルリボン
キャンペーン2016

配偶者からの暴力（DV）は犯罪
となる行為をも含む重大な人権侵
害です。みんなで暴力のない社会

ふしぎ・はっけん・はつ
めい・たいけん
生き物たちの知恵をヒントにし
て生まれた発明品を紹介します。
作って遊ぶコーナーもたくさんあ
ります。
■日時 11月27日㈰
10：00 〜 16：00
■場所 七尾サンライフプラザ
1 階 中ホール
■対象 幼児〜大人
■参加費 無料

を実現しましょう。DVなどで悩
んでいる人は、勇気をもって相談
してください。
【相談窓口】
女性なんでも相談（フォーラム七尾）

月〜金、 8 ：30 〜 17：15
☎53-8445
配偶者暴力相談支援センター
月〜金、 9 ：00 〜 17：00
☎076-220-2554
問 総務課人権・男女共同参画室

☎53-1112

問 七尾市少年科学館

☎84-1200

わたしたちの作品展
市内の小中学生が制作した絵画
や習字、夏休みの自由研究などの
優秀作品を一堂に展示します。
■日時 11月26日㈯、27日㈰
9 ：00 〜 17：00
（27日は16：00まで）
■場所

☎53-3623

ひきこもり家族教室

☎53-1112
問 成人式実行委員会事務局

（生涯学習スポーツ課）
☎53-3661

全国一斉情報伝達訓練
「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29日㈫
■情報伝達手段
・屋外スピーカー
・防災ラジオ

11：00

・ラジオななおを選局した通常
のラジオ
・防災メール など
■放送内容
「これは、テストです。」
※11月 4 日㈮に予定していた緊急
地震速報訓練の放送は中止にな
りました。
問 防災交通課

☎53-8435

内 容

【講演会】
対象：家族、支援者

○講義
「不登校・ひきこもり経験のある若
者への支援から、家族へ伝えたいこと」
11月20日㈰ 14：00 〜 16：00 講師 NPO法人ワンネススクール
能登中部保健福祉センター
代表 森 要作氏

【家族教室】
対象：家族のみ

○講義
「ひきこもりの気持ちと対応」
講師 こころの健康センター
12月14日㈬ 14：00 〜 16：00
精神保健福祉士 川本 晶広氏
能登中部保健福祉センター
○家族交流会

■対象

おおむね思春期〜 40歳代のひきこもりの人の家族、支援者
（明らかに精神疾患がある人は除く）

問 能登中部保健福祉センター

☎53-2482

こころの健康相談日

能登地区リウマチ講演会

不安や悩みを抱え、食欲がなく
なる、寝つきが悪い、ゆううつな気

■日時 11月20日㈰
13：30 〜 15：30

分になるなどの症状はありません
か。気軽に相談してください。
本人に限らず、家族も相談でき
ます。事前に申し込んでください。

■場所 フォーラム七尾
■テーマ 最新のリウマチ治療で
どこまでよくなるか？
■講師 村山 隆司氏

■日時

11月15日㈫、12月20日㈫
10：00 〜 12：00

（城北病院リウマチ科医師）
■参加費 無料

■場所

七尾サンライフプラザ
保健センター

☎53-6880

七尾サンライフプラザ
展示ホール

問 学校教育課
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■開催日 平成29年 1 月 8 日㈰
■場所 七尾サンライフプラザ
■対象者 平成 8 年 4 月 2 日〜

人権・男女共同参画講演会
「オール 1 先生からのメッセージ 〜人も自分もみんな大切〜」
宮本 延春氏（エッセイスト、元高校教師、作家）

☎52-7830
女性相談（子育て支援課）

理学療法士が認知症の予防と接
し方、ロコモティブシンドローム

今月の特定健診・がん検診の日程

平成 9 年 4 月 1 日生まれ
10月 1 日時点で七尾市の住民基
本台帳に登録のある人に案内状を
送付します。
進学、就職などで市外に転出し
た人で、七尾市の成人式に出席し
たい人はお問い合わせください。

■プログラム
【表彰式】10：00 〜
・男女共同参画社会づくり「 4 コマまんが」

第 1 〜第 4 火・金、13：00 〜 17：00

介護教室

平成29年成人式

問 日本リウマチ友の会石川支部
問 健康推進課

☎53-3623

☎090-4329-5808（平野）
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