小型特殊自動車や
原動機付自転車の
登録・名義変更・廃車

トラクターやコンバイン、耕運
機などの小型特殊自動車、125㏄
以下の原動機付自転車を購入や処
分、譲渡した時は手続きが必要で
す。
登録内容に変更があったとき
は、早めに手続きをしてください。
■窓口
税務課、田鶴浜・中島・能登島
地区の行政サービスコーナー
税務課 ☎53-8414
…

公用車を売却します
9 月19日㈫
9 月22日㈮
七尾市役所
パワーショベル 1 台
9 月19日㈫
ななか中央埋立場
（藤橋町）
※見学を希望する場合は事前に
ご連絡ください。
■申込期限
■入札日
■入札場所
■対象車両
■公開期限
■公開場所

平成30年度コミュニティ
助成事業募集開始
（一財）自治総合センターでは、
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
に必要な備品などを整備する費用
の助成を行っています。
■申込期限 10月 6 日㈮
■提出書類
七尾市コミュニティ助成事業

ふるさと振興課

NANAO

情報通
今月のお知らせと募集

ＮＡＮＡＯ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

検索

☎53-1134

…

９ 月10日㈰～ 16日㈯は
自殺予防週間です
みんなでつくる、自殺に追い込
まれない社会。自殺の誤解や偏見
をなくし、お互いに支え、見守っ
ていきましょう。
かけがえのない命を守るため
に、一人一人が大切な人のこころ
のサインを見逃さず「気づき」
「傾
聴」「つなぎ」「見守る」ことが、
自殺予防につながります。
心理士や保健師などがこころの
健康に関する講座の開催や相談に
応じています。

市の人口
平成29年 7 月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 22,236世帯 （ 31）
人 口 54,182人
（ 16）
男
25,610人
（ 16）
女
28,572人
（ 0）
年齢別人口
0 ～ 20歳 8,657人
21 ～ 64歳 26,439人
65歳～
19,086人
転 入 128人
転出 90人
出 生 25人
死亡 51人
婚 姻 15件
その他 4 件

納税のお知らせ
国民健康保険税（ 3 期）
納期限：10月 2 日㈪

愛の献血
今月の献血はありません。
総務課

☎53-1118

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計

《構造計算専門店》
家の新築やリフォームでお悩みの方
病院、工場、事務所、店舗、住宅…
木の温もりある建物。可能性は無限大。

健康推進課

☎53-3623

献血の詳しい情報は
石川県赤十字血液センター

検索

市のシンボル
菜の花

松

カモメ

ハチメ

㈱西川総合建築／西川測量登記
七尾市能登島通町チ部２番地
TEL/FAX

0767-85-2752

【担当 西川剛志 080-1965-6748】
七尾ごころ
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特定健診・がん検診の日程

介護予防研修会

身体の状態を教えてくれる特定健診は、病気治療中の人も対象です。
11月30日㈭まで市内の医療機関でも受診できます。
がん検診は、次の特定健診会場で同時に開催しています。希望日の 2
週間前までに、はがきで申し込みが必要です。

認知症予防のための頭と体を使
う脳活性化運動「コグニサイズ」
を楽しく体験できます。
■日時・場所
・ 9 月19日㈫
14：00～15：30
フォーラム七尾
・ 9 月26日㈫
13：30～15：00
中島健康福祉センター
すこやか
■講師
国立長寿医療研究センター
認定コグニサイズ指導者
小梶 崇氏
■対象者 おおむね65歳以上
■申込期限
4 日前までに電話で申し込み

月日

9 月17日㈰

9 月20日㈬
9 月27日㈬

10月 1 日㈰

場所

受付時間

能登島地区コミュニティセンター
（能登島総合健康センター）

8 ：30 ～ 10：00

七尾サンライフプラザ
七尾市役所

田鶴浜地区コミュニティセンター
（サンビーム日和ヶ丘）

特定健診：保険課 ☎53-8420 がん検診：健康推進課 ☎53-3623

JICAボランティア
2017年度秋募集
開発途上国では、さまざまな分
野で私たちの技術・知識・経験が
必要とされています。
■募集ボランティア
・青年海外協力隊
（20歳～39歳）
・シニア海外ボランティア
（40歳～69歳）
■募集職種
コミュニティ開発、農業土木、
看護師、小学校教育、障がい児・
者支援など約120種
■募集期間
9 月29日㈮～11月 1 日㈬
【体験談＆説明会】
■日時・場所
・ 9 月23日（土・祝）
13：30～16：00
リファーレ（金沢市）
・10日 9 日（月・祝）
13：30～16：00
金沢星稜大学
キャリアデザイン館（金沢市）
■内容
事業概要、応募要領説明、経験
者との交流、個別相談など
国際協力機構北陸支部
☎076-233-5931
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…

福祉・介護のしごと出張相談
石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンターは、ハローワーク
に出張し、福祉の仕事や資格取得、
職場体験などの相談に応じていま
す。
■日時 9 月14日㈭、10月24日㈫
13：30～15：00
■場所 ハローワーク七尾
他のハローワークでも出張相談
を開設しています。
福サポいしかわ 出張相談

検索

石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンター（福サポいしか
わ）☎076-234-1151
…

「無料公証相談所」開設
10月 1 日から 7 日までの公証週
間に合わせ、公証人が無料で相談
に応じます。
遺言や養育費の支払い、金銭や
不動産の貸借、任意後見契約など
大切な契約は公正証書にしておく
と安心です。
■日時 10月 2 日㈪～ 6 日㈮
9 ：00～17：00
■場所 七尾公証役場（藤橋町）
■費用 無料
七尾公証役場 ☎52-6508

保険課

☎53-8457
…

目の不自由な人の福祉相談会
目が見えない、見えにくいこと
で悩んでいませんか。生活相談の
ほか、便利な生活支援用具の利用
体験もできます。ご家族もご一緒
にどうぞ。
■日時 9 月19日㈫
10：00～15：00
■場所 和倉公民館
■費用 無料
■申込期限 9 月12日㈫
※送迎を希望する人は、申し込み
時にご相談ください。
福祉課 ☎53-8464
…

目の不自由な人の生活訓練
パソコン操作や歩行訓練などを
無料で個別に受けられます。 1 回
2 時間程度、場所は自宅など相談
に応じます。
石川県視覚障害者協会
☎076-222-8781

都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト

おいしい食べきり運動
推進店を募集

不要になった小型家電に含まれ
るリサイクル金属で東京オリン
ピック・パラリンピックのメダル
を作るプロジェクトです。
■回収品目
携帯電話とスマートフォンのみ
■回収ボックス設置場所
市役所 1 階 環境課
■回収時間 平日 8 ：30～17：15
※個人情報などのデータは削除し
てからボックスに入れてくださ
い。

食べ残しなどの食品ロスを減ら
す取り組みに協力していただける
飲食店や旅館を募集します。
■推進店のメリット
・ごみ処理量が減少し、片付け
が楽になり、経費削減につな
がります。
・環境に優しい店舗としてイ
メージアップになります。
・市ホームページや広報などで
店舗の取り組みをお知らせし
ます。
■申込方法
市ホームページや環境課窓口に
ある申請書を提出
環境課

☎53-8421
…

環境課

☎53-8421
…

第12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 7 日㈯
9 ：30～15：30
■場所 ミナ．クル広場
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
…

七尾検定2017は
平成30年 2 月 3 日㈯開催
例年と実施時期が異なります。
詳細は、広報ななお10月号に掲
載します。
七尾検定実行委員会事務局
（文化課内） ☎53-8437

和倉港桟橋係留者募集
■募集内容
艇幅
艇数

2.7m未満
（実測の最大幅）
10艇

■料金 年額10,000円～13,000円
※艇の全長によって決定。
■申込期限 9 月20日㈬ 必着
※後日抽選を実施。
土木課 ☎53-8456
…

各種審議会などへの
女性参画状況
七尾市男女共同参画推進プラン
（第 3 次）では、政策などに男女
双方の意見が対等に反映されるよ
う、平成32年度までに、審議会な
どへの女性委員の登用率を40％と
する目標を掲げています。
平成29年は32.9％です。今後も、
目標に向けた取り組みを推進しま
す。
総務課人権・男女共同参画室
☎53-1112

消防団応援の店を募集
仕事を持ちながら活動する消防
団員を応援するため、消防団員と
その家族に割引などのサービスを
提供していただける「消防団応援
の店」を募集します。
登録を申し込むと表示証が交付
され、表示証を目印に全国の消防
団員がお店を利用します。
■サービスの内容
事業所ごとに無理のない内容で
自由に設定できます。
■募集期間
随時
まずは電話で
お問い合わせ
ください。
七尾鹿島消防本部消防課
☎53-1015
…

不用品活用銀行
■ゆずります
歩行器（幼児用）、木製滑り台（幼
児用）、紙オムツ（大人Lサイズ
100枚程度）、姿見（幅30㎝高さ
150㎝）、クリスマスツリ－、24
インチ自転車（小学生男子用）、
ペットフェンス（ウサギ用）、
水墨画写真集30冊
■ゆずってください
中学校制服上着（男子用185㎝）、
自転車 3 台（大人用 ２ 台、小学
生男子用 １ 台）、ランドセル（男
子用）、ダイニングテーブルセッ
ト
※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、環境課に連絡が必要
です。
・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。
環境課 ☎53-8421

七尾ごころ
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桜の苗木を配布します
■桜の品種
早咲き系桜、ソメイヨシノ系桜、
八重桜類
■苗木の大きさ
高さ約1.2～1.5m、太さ約 1 ㎝
※ポット苗ではなく、湿らせた
ワラで根を養生してお渡しし
ます。
■申込方法
申込書を持参、ファクス、メール
のいずれかで都市建築課に提出
■申込書の配布場所
都市建築課、コミュニティセン
ター、公民館、図書館
※市ホームページからダウン
ロードも可
■申込期限 9 月22日㈮
■配布時期 平成30年 3 月上旬
■桜の苗木植え方講習会（無料）
11月下旬に実施予定（詳細は、
広報ななお11月号に掲載）

第 5 回希望の丘公園で
作って飛ばそう！紙飛行機！

第63回七尾市美術展覧会
作品募集

自分だけの紙飛行機を作って大
空へ飛ばしませんか。作って飛ば
して参加賞をゲットしましょう。
■日時 9 月10日㈰
9 ：00～12：00
（雨天中止）
■対象 どなたでも
■費用 無料
※当日、希望の丘公園管理事務所
で受け付けします。

■応募対象
【学生の部】（高校生以下）
絵画、習字、写真、工作
【一般の部】
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、
写真
■申込期限 10月10日㈫
■作品受付（搬入日）
【学生の部】
10月 1 日㈰ 14：00～15：00
ワークパル七尾 2 階
【一般の部】
10月24日㈫ 16：00～18：00
七尾美術館
■表彰式 10月29日㈰
七尾美術館アートホール
■申込書類設置場所
市役所 1 階受付、七尾美術館、
七尾市文化協会（旧池田家）、
田鶴浜・中島・能登島地区のコ
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。
■展覧会会期
10月27日㈮～10月31日㈫
■展覧会場所 七尾美術館
七尾市美術展覧会事務局（橋本）
☎53-3013

希望の丘公園管理事務所
☎52-9266
…

こしのくに国府
短歌公募展作品募集

藤橋町

都市建築課
☎53-8469 ファクス52-9288
Mail：toshikenchiku@city.nanao.lg.jp
…

平成29年 7 月 5 日からの
大雨災害義援金
皆さまからお預かりした義援金
は、日本赤十字社を通じて被災地
へ送金されます。
■義援金をいただいた方のご芳名
（敬称略）
山原昌娃きもの着付学院
宮川紀一
福祉課 ☎53-8463

15

七尾ごころ 2017.9

11月11日㈯、和倉温泉観光会館
でこしのくに国府サミットin七尾
が開催されます。そこで、国府を
テーマにした短歌を募集します。
■募集内容
国府や古代の国（地域名）をテー
マにした短歌、 1 人 2 作品まで
■費用 無料
■申込方法
文化課、七尾市文化協会（旧池
田家）、公民館、図書館にある
応募用紙を提出
■申込期限 9 月29日㈮
※郵送の場合当日消印有効
■表彰
こしのくに国府サミットin七尾
で表彰式を行います。
最優秀賞 1 点、優秀賞 3 点、
入選10点
文化課

☎53-8437

…

第 6 回能登演劇堂ロングラン公演
肝っ玉おっ母と子供たち
ボランティアとエキストラを募集
■期間
■対象

10月14日㈯～ 11月12日㈰
高校生以上で健康な人
（年齢、性別は不問）
■ボランティア
開演45分前から約 1 時間。チケッ
トのもぎりやアンケート配布。
■エキストラ
公演後半に兵士役で出演。
能登演劇堂ロングラン公演
実行委員会 ☎66-2323

里山収穫イベント参加者募集

2017フォーラム七尾まつり

松茸山研究会の皆さんとキノコ
を取ったり、食べたりしながら能
登島の里山を体感しませんか。
■日時 10月26日㈭
10：00～13：00
■集合場所 能登島生涯学習総合
センター芝生広場
■定員 40人程度（先着順）
■費用 700円
■申込期限 9 月29日㈮
※山林を散策しますので汚れても
よい服装・長靴で参加してくだ
さい。雨天時は内容一部変更。
能登島松茸山再生研究会
（農林水産課内）☎53-8510

フォーラム七尾で活動する生涯
学習グループが日頃の学習・創作
の成果を発表します。
作品展示のほか、芸能発表があ
ります。
■日時 9 月17日㈰、18日（月・祝）
■内容
作品展示 10：00～16：00
芸能発表 17日 13：00～
18日 13：40～
■場所 パトリア 4 階
フォーラム七尾
■入場料 無料
フォーラム七尾 ☎52-5222
…

…

富山県氷見市交流情報
第14回氷見キトキトウオーキング
■開催日 10月21日㈯、22日㈰
■集合場所
氷見市ふれあいスポーツセンター
芝生広場
■コース（距離）
【21日㈯】
万葉の史跡めぐり（30㎞）、史
跡と白砂青松の海岸めぐり（12
㎞）、川沿い巡ってまんがロー
ド（ 6 ㎞）
【22日㈰】
ひ み“絶 景”ぶ ど う 畑 と 森 林 浴
コース（22㎞）、氷見海岸とま
んがロード（10㎞）、ふれあい
の 森 と ま ん が ロ ー ド（ 6 ㎞）、
ゆったりファミリーコース（2.5
㎞）
■費用（氷見市民以外）
1,000円（ 高 校 生 以 下 は500円、
3 歳未満は無料）
※ゆったりファミリーコースのみ
歩行する家族は、 1 家族500円。
■申込期限 10月 2 日㈪
氷見キトキトウオーキング実行委
員会（氷見市スポーツ振興室内）
☎0766-74-8446

富山県高岡市交流情報
金屋町楽市inさまのこ
千本格子の家並みと石畳が映え
る金屋町の通りを舞台に、工芸作
品の展示・販売や茶会、工芸ワー
クショップが楽しめます。工芸都
市高岡クラフト展や高岡クラフト
市場街、銅器団地オープンファク
トリーも同時開催します（ 9 月22
日～24日）。
■日時 9 月23日（土・祝）、24日㈰
10：00～17：00
■場所 高岡市金屋町他
金屋町楽市実行委員会事務局
（高岡市商業雇用課）
☎0766-20-1289
…

長野県飯山市交流情報
いいやま花フェスタ寺町花街道
「和と花のおもてなし」をテー
マに、寺の町いいやまを代表する
風情ある雁木（がんき）通りを色
とりどりの花で演出します。
■開催日 10月14日㈯、15日㈰
■場所 愛宕町雁木通り
■費用 無料
飯山市まちづくり課
☎0269-62-3111

2017秋の七尾城跡
写真コンテスト作品募集
■撮影期間 9 月 1 日㈮～30日㈯
■題材
秋の七尾城跡、七尾城まつり（ 9
月16日、17日開催）
■写真サイズ 四つ切りプリント
■出品料 無料
■申込期限 10月 7 日㈯（必着）
■審査発表 10月20日㈮
七尾城史資料館 ☎53-4215
…

のと里山空港
「空の日」フェスタ
のと里山空港往復航空機利用券
が当たるじゃんけん大会や紙飛行
機的入れゲーム、飛行機の操縦体
験など、多彩なイベントを開催し
ます。日本航空学園「航空祭」
（10
月14、15日）と同時開催です。
■日時 10月15日㈰
9 ：30～16：00
■場所 のと里山空港
【事前応募制イベント】
見てみようＡＮＡ！！
「ＡＮＡお仕事見学」
■対象 小学生とその家族
■時間
第 1 回 9 ：10集合、 9 ：25開始
第 2 回15：00集合、15：15開始
■所要時間 約90分
■定員 1 回につき 5 家族
（20人程度）
■応募方法
往復はがきに希望回（時間）・
参加希望者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を記入し、 9 月
29日㈮必着で投函。はがき 1 枚
につき 4 人まで応募可。応募多
数の場合は抽選。
のと里山空港

検索

〒929-2392
輪島市三井町洲衛10部11番地 1
のと里山空港「空の日」実行委
員会（石川県能登空港管理事務
所内） ☎0768-26-2100
七尾ごころ
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

羽咋市

唐戸山神事相撲～水なし、塩なし、まったなし～
2 千年にわたって継承さ
れる神事相撲を観戦しま
せんか。
[日時］ 9 月25日㈪
17：30 ～
[場所］唐戸山相撲場
（南中央町）
商工観光課
☎0767-22-1118

志賀町

見竹神社萬燈祭
竹燈籠にろうそくを灯し、神社の境内や川べ
りなどに並べ、 １ 万個の灯りが集落を照らし
ます。幻想的な秋の里山風情をお楽しみくだ
さい。
［日時］ 9 月16日㈯
[場所］見竹神社
（長田）
商工観光課
☎0767-32-1111

西湊まつり2017

第76回七尾城まつり

今年は前田利家公が馬に乗って
参上し、初出演の石川県警音楽隊
が迫力のドリル演奏を披露しま
す。チビッ子警官になって、いぬ
わし君と記念撮影・パトロール体
験ができます。武者行列による通
行規制があります。
■日時 9 月24日㈰
10：00～14：00
■場所 西湊公民館
■内容
・武者行列 ・テント村
・合同法要（ 9 ：30～長興寺）
・作品展示
・アトラクション
【出演者】
七 尾 吹 奏 楽 団・ 西 湊 ３ Bレ
ディ・西湊保育園・西湊女性
会・石川県警音楽隊・小丸山
認定こども園・小丸山小学校・
なぎの浦子ども太鼓・海々・
西湊鬼楽太鼓

■前夜祭 9 月16日㈯
18：00 ～ 19：00
邦楽の夕べ（懐古館）
■本祭 9 月17日㈰
本丸跡周辺で実施。雨天時は天
神山小学校体育館に変更。
10：00 ～ 13：30
奉納演舞
【出演者】
七尾豊年太鼓、でか山木遣り、
地区保育園によるちびっこ演
技など
11：05
チビっ子サムライ武者行列
11：30
集まれ人文字大作戦

中能登町

自衛隊コンサート
海上自衛隊舞鶴音楽隊による迫力ある演奏を
お楽しみください。
[日時］ 9 月 9 日㈯
13：30開場
14：00開演
[場所］ラピア鹿島
アイリスホール
生涯学習課
☎0767-76-1900

宝達志水町

東間大花火
宝達山の麓に位置する“花火師の郷”東間。
趣向を凝らしたさまざまな花火をお楽しみ
ください。
［日時］ 9 月30日㈯20：00 ～
[場所］農村公園（東間）
[駐車場］石川県畜産試験場放牧場横
能登煙火㈱
☎0767-28-2514

行列により全面通行止めになります
10：00～12：00

長興寺

西湊保育園

（畠山家の家紋を人文字で表現）
11：50 城山のろし風船
■無料シャトルバス
区間：ななおあいじこども園
～本丸駐車場
時間： 8 ：00 ～ 12：42
（20分ごとに発車）
※七尾サンライフプラザからは
利用できません。

西湊
公民館

〒津向町

卍妙観院

ファミリーマート
和光苑
七尾西湊合同庁舎

2017

ベイモール しまむら
石川トヨペット

24

全面通行止め
迂回ルート

今年は利家公が馬に乗って参上 !!

石川県警音楽隊によるドリル演奏

●七尾吹奏楽団 ●西湊3Bレディ ●西湊保育園
●西湊女性会 ●石川県警音楽隊
●小丸山認定こども園 ●小丸山小学校
●なぎの浦子ども太鼓 ●海々 ●西湊鬼楽太鼓

・
長興寺

2017
7

西湊まつり2017実行委員会
（西湊公民館内）☎52-2623

矢田郷公民館

☎52-5240

荏原商事株式会社能登支店‒
七尾市本府中町ニ４０番地１㻌
℡㻌 㻜㻣㻢㻣 㻡㻣 㻡㻞㻜㻜㻌

昭和２３年設立創業７０年㻌
ポンプ・水処理メーカ荏原製作所の㻌
特約代理店
業種：上下水道／ごみ処理／揚排水
機械電気設備工事・維持管理㻌
●中途採用募集●㻌
施工管理技士 資格手当有㻌
就業時間 ～ 週休２日制㻌
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