
第3回七尾学講座の参加者募集
　七尾城山の自然と歴史を学びま
す。旧道や遺構、分布する自然な
どを歩きながら講師が解説しま
す。天然の要害、七尾城の世界を
体感しませんか。多数のご参加お
待ちしています。
■日時　10月 1 日㈯
　　　　 9：00 ～ 12：00
■集合場所　七尾城跡本丸駐車場
■散策場所　七尾城跡
■定員　20人（先着順）
■講師　国分秀二氏
　　　　（能登半島国定公園七尾地区巡視員）
■申込期限　 9 月26日㈪
■費用　無料
問 文化課　☎53-8437

2016七尾城まつり
写真コンテスト作品募集
■撮影日　 9 月17日㈯、18日㈰
■題材　七尾城まつり、七尾城跡
■サイズ　四つ切りプリント
■出品料　無料
■申込期限　10月 6 日㈭必着
■審査発表　11月 5 日㈯
問 七尾城史資料館　☎53-4215

平成29年4月スタート
介護予防・日常生活支援総合事業
　高齢者の介護予防と自立した日
常生活を目的とした事業です。
■現在のサービスからの主な変更点
　①利用できる対象者の追加
　  要支援 1、 2の認定を受けた人
に加え、新たに基本チェックリ
ストを受けて生活機能の低下が
みられる人も利用できます。
　②新たなサービスが追加
　  訪問型や通所型サービスに新し
いものが加わる予定です。
　詳細は随時、広報誌や市ホーム
　ページでお知らせします。
問 保険課　☎53-8451

今月の特定健診・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。

日 場所 受付時間 特定健診 がん検診
9月 9日㈮ 七尾サンライフプラザ 8：30 ～ 10：00 ○ ○（男性日）
9月21日㈬ 七尾市役所 8：30 ～ 10：00 ○ ○
9月23日㈮ さつき苑 8：30 ～ 10：00 ○ ○
9月25日㈰ 七尾サンライフプラザ 8：30 ～ 10：00 ○ ○（女性日)

　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

「七尾検定2016」申し込み開始
　住んでいても意外と知らない七
尾のあれこれ。初級から上級まで
七尾に関するいろいろな分野の
250問を出題します。
　各級のオリジナル合格記念バッ
ジを用意して、皆さんの挑戦をお
待ちしています。
■日時　11月19日㈯　10：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
■申込期限　10月28日㈮（必着）
■検定区分　初級、中級、上級
■検定料　無料
　申込書は、文化課や市ホーム
ページで入手できます。
問 七尾検定実行委員会事務局
　 （文化課内）　☎53-8437

ろくほく地域振興券の
有効期限は6カ月です
　お手持ちの振興券は、必ず期限
内にお使いください。
　平成28年 3 月31日以前に発行さ
れた赤色の地域振興券をお持ちの
人は特にご注意ください。
・  ろくほく地域振興券のデザイン
は、 4月 1日から緑色に変わり
ました。

・  財務局から有効期限の厳格な対
応が求められています。ご理解
とご協力をお願いします。
問 能登鹿北商工会
　　本所　　　　☎66-0001
　　田鶴浜支所　☎68-2253
　　能登島支所　☎84-1087

簿記講座受講者募集（全25回）
　簿記は、日々の経営活動を記録・
計算・整理して経営成績と財政状
況を明らかにする技能です。
　簿記を理解すると「会計知識」、
「経営管理や分析力」などが身につ
きます。
　さらに公認会計士などを目指す
人にも必須の資格です。
　簿記の基礎から学び、日商簿記 3
級試験の合格を目指しましょう。
■日時　 9 月21日㈬ ～ 11月18日㈮
　　　　18：30 ～ 20：30
　※祝日を除く月、水、金に開催
■場所　七尾商工会議所
■受講料　5,000円
　　　　　（テキスト代含む）
■申込期限　 9 月14日㈬
問 七尾商工会議所
　 ☎54-8888

はろうななおの
七尾検定対策講座
　ふるさと七尾を楽しく学んで、
検定の合格を目指しましょう。多
数の参加をお待ちしています。
■日時　10月15日㈯
　　　　 9：00 ～ 11：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　第23会議室
■申込　不要
■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

詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。

要約筆記啓発講座の受講生募集
　聞こえにくい人に文字で情報を
伝える技術が要約筆記です。
　興味のある人は体験してみませ
んか。費用は無料です。
【第 1回】
■日時　10月 4 日㈫
　　　　18：30 ～ 20：30
■場所　ワークパル七尾
■対象　  事業所や公共機関などで

窓口業務を担当する人
■申込期限　 9 月27日㈫
【第 2回】
■日時　11月 9 日㈬
　　　　13：30 ～ 16：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■対象　市内在住の人
■申込期限　11月 2 日㈬
問 福祉課　☎53-8464

分譲宅地サンタウン万行
奨励金申し込み受け付け中
　万行地区土地区画整理事業区域
にある保留地の購入をお考えの人
へ耳寄りな情報です。
■交付条件
・定住を目的としていること
・  一戸建て住宅を建築するために
保留地の土地を購入した個人ま
たは法人
・  平成28年 4 月 1 日以降に保留地
を購入していること
■交付額
　 1区画につき　200万円
問 【奨励金の申請】
　 都市建築課　☎53-8429
　 【分譲地の詳細】
　 七尾市万行地区土地区画整理組合
　 ☎53-4390

放送大学10月生募集
■出願期限　 9月20日㈫
■個別相談会
　石川学習センターで随時開催
　（要電話予約）
問 放送大学石川学習センター
　 ☎076-246-4029

在宅で介護をしている皆さんへ
介護教室で認知症の予防、対応
を学びませんか
■日時　10月 8 日㈯
　　　　14：30 ～ 15：30
■場所　けいじゅ一本杉
■内容　認知症の予防、対応
■講師　嶋崎　貴士氏
　　　　（国際医療福祉専門学校七尾校）
■費用　無料
■定員　先着20人
問 保険課　☎53-8457

国民年金保険料の納付は
便利で安心・確実な口座振替で
　国民年金保険料の口座振替は、
全国の銀行・ゆうちょ銀行・農協・
漁協・信用金庫・信用組合・労働
金庫など、多くの金融機関で利用
することができます。口座振替を
利用して納め忘れのないようにし
ましょう。
　口座振替の申し込みは、年金事
務所や金融機関、市町村の窓口に
備え付けの申出書に必要な事項を
記入して提出してください。
問 七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　　　　　☎53-8417

平成28年度
コミュニティ助成事業報告

　（一財）自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業とし
て、コミュニティ助成事業を行っ
ています。宝くじの受託事業収入
を財源として、地域の自治意識を
高め、連帯感を盛り上げるコミュ
ニティ活動に対し、事業費を助成
するものです。
　田鶴浜地区地域づくり協議会が
この助成金で簡易ステージの整備
をしました。

平成29年度
コミュニティ助成事業募集
　平成29年度事業の募集が始まっ
ています。
■申込期限　10月14日㈮
問 ふるさと振興課　☎53-1134

七尾市バスケットボール協会
10周年記念事業
第18回Wリーグ七尾大会開催
■開催日　10月29日㈯、30日㈰
■場所　七尾総合市民体育館
■対戦　デンソー対日立ハイテク
■チケット　（ ）は当日料金
　一般 　2,000円（2,500円）
　一般フロア席　2,500円（3,000円）
　中高大 1,000円
　小学生 500円
■チケット販売窓口
　七尾総合市民体育館、城山体育館、
　田鶴浜体育館、中島体育館
問 七尾市バスケットボール協会
　 ☎52-1780（大林）

第11回七尾市民健康福祉まつり
　健康と福祉を考える 1日にしま
せんか。各種ステージや出展があ
ります。
■日時　10月 1 日㈯
　　　　 9：30 ～ 15：30
■場所　ミナ．クル広場
問 七尾市民健康福祉まつり
　 市民委員会事務局
　 （七尾市社会福祉協議会）
　 ☎52-2099

七尾市長選挙立候補
予定者説明会
■日時　 9月22日（木・祝）　10：00～
■場所　七尾市役所 201会議室
問   七尾市選挙管理委員会
　 ☎53-1111
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