
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

市営住宅入居者を募集
■募集住宅（変更の可能性あり）
住宅 家賃（所得に応じて決定）

【七尾地区】
奥原 1 万円～1 万9,700円
古府 1 万3,400円～3 万4,000円

【中島地区】
中島 1 万9,700円～4 万8,900円
■注意事項
※応募者多数の場合は抽選です。
※入居時に家賃 3 カ月分の敷金が

必要です。
■申込期限　 2 月19日㈫

都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　

国民年金保険料前納
申し込みはお早めに！
　国民年金保険料の納付は、口座
振替での前納・早割がお得です。
平成31年度の 6 カ月前納、 1 年前
納、 2 年前納を希望する人は、口
座振替申出書を提出してくださ
い。なお、早割(当月末振替)は随
時受け付け可能です。
■申込先　振替を行う金融機関、
　　　　　年金事務所
■持ち物　年金手帳、通帳、
　　　　　金融機関届け出印
■申込期限　 2 月28日㈭

七尾年金事務所　☎53-6511

ミナ．クルとパトリアの土曜日の
市民窓口業務を取りやめます
　 4 月以降、ミナ．クルの市民課
と税務課、パトリアの健康福祉部
で行っていた土曜日の窓口業務を
取りやめます。なお、平日の開庁
時間や取り扱い業務に変更はあり
ません。

市民課　☎53-8417
　福祉課　☎53-3625

　　　　　　　　　　　　　　　

平成31年度競争入札参加資格
(建設工事)の主観的事項を
受け付けています
■受付期限　 2 月28日㈭
■対象者

平成31・32年度七尾市競争入札
参加資格審査申請書を提出した
市内Ⅰ・市内Ⅱの建設工事業者

※詳細は市ホームページに掲載し
ています。

七尾市　入札 検索

監理課　☎53-1118

　　　　　　　　　　　　　　　

石川県風しん抗体検査
　県内に居住する人で以下の対象
者は、指定医療機関での抗体検査
を無料で受けることができます。
■対象者
・妊娠を希望する女性とその配偶
　者などの同居者
・風しんの抗体価が低い妊婦の配
　偶者などの同居者
※予防接種費用は有料です。

能登中部保健福祉センター　
　☎53-2482

市の人口 　 　

平成30年12月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,133世帯　（△ 39)
人　口　52,931人　　（△ 89）
　男　　25,091人　　（△ 48）
　女　　27,840人　　（△ 41）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 8,234人
　21 ～ 64歳　25,462人
　65歳～　　 19,235人
転入 65人　　転出 　108人
出生 　 23人　　死亡 　 70人
婚姻 　 15件

納税のお知らせ 　 　

固定資産税・都市計画税( 4 期)
国民健康保険税( 8 期)
納期限： 2 月28日㈭

愛の献血 　 　

今月の献血はありません。

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

NANAO情報通
お知らせと募集
このコーナーは敬称を省略します

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計
《構造計算専門店》

㈱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】

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。

◆アーク溶接特別教育 2月12日～14日

◆グラインダー等特別教育 3月7日

　　　　　　　　
申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

資格取得講習会(七尾会場)案内！

★労災・雇用保険の手続きは事業者の義務です！
　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

★労働健診(一般・特殊健診)申込み中！

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

　　　2月18日・・・・・・・・・　羽咋すこやか

　　　2月19日・20日・・・　ワークパル七尾 　で実施します。

　5月　フォークリフト、職長教育、小型移動式クレー
ン
　6月　玉掛け・高所作業車・車両系建設機械 講習予定
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Jアラート全国一斉
情報伝達訓練の実施
　Jアラートは、地震や津波、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　 2 月20日㈬　11：00
■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、インフォメールななお
など

■放送内容
　「これはJアラートのテストです」
　「こちらは七尾市です」

総務課防災対策室　
　☎53-6880

不用品活用銀行
■ゆずります
洋服たんす、ローテーブル、鏡台、
本棚（大・小)、1 人用ソファ、棚、
ダブルベッド、ベビーラック、チャ
イルドシート
■ゆずってください
ペットサークル犬・猫用、獅子舞
子ども踊り子衣装、チャイルド
ゲート、小学生男女制服（130cm
～160cm）、等伯ポロシャツ（新
品）、猫用ゲージ、ソファベッド、
テーブルセット、体重計
※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

平成30年度コミュニティ助成事業

　（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。
　米町町内会が宝くじの助成金
で、山車の修繕をしました。

企画財政課　☎53-1117

　　　　　　　　　　　　　　　

平成30年度七尾市女性のつどい
■日時　 2 月24日㈰
　　　　13：30～16：00
■場所　サンビーム日和ヶ丘
　　　　ホール
■対象者　男女問わずどなたでも
　　　　　（申し込み不要）
■講演
　【演題】
　地域社会で女性と子供が安心
　して暮らすために
　【講師】
　特定非営利活動法人ハッピー
　ウーマンプロジェクト
　小林　涼子、川田　由記子
■アトラクション出演者
　落語家　月亭　方気

スポーツ・文化課　☎53-3661

インターネットで申告できます
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成で
き、不明な点は電話で相談できます。

問い合わせ内容 電話番号 受付時間
確定申告書等作成コー
ナーの使い方

（事前準備、送信方法、
エラー解消など）

e-Tax・作成コーナー
ヘルプデスク
0570-01-5901

（全国一律市内通話料金）
または 03-5638-5171

（通常の通話料金）

月曜日～金曜日
（祝日、振替休日を除く）

9：00～17：00

マイナンバーカードを
利用する場合のICカー
ドリーダライタの設定
など

マイナンバー 総 合フ
リーダイヤル
0120-95-0178

（通話料金無料）
または 050-3818-1250

（通常の通話料金）

月曜日～金曜日
9：30～20：00
土・日、祝日、振替休日
9：30 ～17：30

申告書の作成など 七尾税務署
52-3381

（自動音声案内に従っ
て番号を押してくださ
い）

月曜日～金曜日
（祝日、振替休日を除く）

9：00～17：00

【七尾税務署での申告相談】
■日時　 2 月18日㈪～ 3 月15日㈮（土・日除く）
　　　　 9 ：00～16：00（混雑状況によって早めに終了する場合あり）
※申告手続きには、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写

しの添付が必要です。（e-Taxを利用した場合、本人確認書類は不要）
七尾税務署　☎52-3381
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

生活を豊かに！
暮らしに役立つふろしき講習会
　脱プラスチックが課題となる
中、何度もいろいろなものに使え
るふろしきはエコで優れた日本文
化の一つです。かわいいバッグや
ティッシュボックスカバーに変身
でき、一升瓶や大きなボールなど
も包むことができます。ふろしき
の知恵を学び生活を豊かにしませ
んか。

■日時　 2 月16日㈯　14：00～
■場所　のと里山里海ミュージアム
■定員　20人（先着順）
■講師　ふろしき研究会会員
　　　　森山　典子
■費用　無料（ふろしき 1 枚プレ
　　　　ゼント）

七尾市快適環境づくり市民委員
　会（環境課内）☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日・弁護士

2 月14日㈭　井村　剛
2 月21日㈭　石井　翔大　
2 月28日㈭　岩田　浩二
3 月 7 日㈭　長井　竜也

■時間　13：30～16：00
■場所
　パトリア 5 階フォーラム七尾
■申込方法
　相談日前日の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。
金沢弁護士会　☎076-221-0242

犬のしつけと飼い主の
マナーアップ講座
　人と犬が楽しく共生するため
に、飼い主としての正しい飼い方
やしつけの基本的な知識が学べる
講座を開催します。
■対象者

犬を飼っている（犬の登録をし
ている）市民、犬を飼おうと思っ
ている市民
※犬の同伴不可

■日時　 3 月 2 日㈯
　　　　10：00～12：00
■場所　七尾市文化ホール
　　　　第12会議室
■テーマ
「いかにして犬のリーダーにな
るか」

■講師　JAHA認定家庭犬トレー
ニングインストラクター
小西　伴彦

■費用　無料
■定員　50人
■申込期限　 2 月25日㈪
■申込方法　電話

環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

アルコール関連問題
家族教室・講演会
　アルコールの知識や理解を深め
るための家族教室を実施します。
■対象者

お酒の問題を抱える家族、お酒
に依存傾向のある人の家族、ア
ルコール依存症と診断された人
の家族や支援者

■日時　 2 月19日㈫
　　　　講演会　13：30～14：30
　　　　交流会　14：30～15：30
■場所
　能登中部保健福祉センター
■講師
　岡部診療所　精神保健福祉士
　西念　奈津江
■費用　無料

能登中部保健福祉センター　
　☎53-2482

なかじまプロジェクト
市民公開講座
～高齢者の自動車運転と認知症～
　金沢大学脳老化・神経病態学（神
経内科学）では、「いきいき脳健診」
を中島地区で実施しています。
　市民公開講座では、高齢者の自
動車運転と認知症に関する講演を
行います。
■日時　 3 月 3 日㈰　10：00開演
■場所　能登演劇堂
■講師　金沢大学脳老化・神経病
　　　　態学　教授　山田　正仁
　　　　八千代病院愛知県認知症

疾患医療センター　セン
ター長　川畑　信也

　　　　金沢大学新学術創成研究
機構　自動運転ユニット
ユニットリーダー・准教
授　菅沼　直樹

■費用　無料

金沢大学脳老化・神経病態学
　（神経内科学）☎076-265-2292
　健康推進課    ☎53-3623

　　　　　　　　　　　　　　　

自動車の検査・登録申請は、
混雑する 3月を避けてお早めに！
　毎年 3 月は、自動車の検査・登
録が集中し、窓口が大変混雑しま
す。申請の処理に半日お待ちいた
だくこともあります。
　継続検査（車検）は有効期間満
了の 1 カ月前から受検できますの
で、なるべく 2 月中に受検をお願
いします。また、名義変更や廃車
の手続きは 3 月上旬までに済まさ
れますよう、ご理解とご協力をお
願いします。

北陸信越運輸局石川運輸支局
　☎050-5540-2045

家
に
帰
る
道
が

分
か
ら
な
い
…
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平成32年開館の和倉温泉お祭り
会館（仮称）に展示する「でか
山」の制作費用を募ります

　ユネスコ無形文化遺産に登録さ
れた「青柏祭の曳山行事」の山車

「でか山」 1 台の実物制作費用を
GCF（ガバメントクラウドファ
ンディング）で募ります。
　GCFとは自治体の課題解決の
ため、ふるさと納税の寄付金の使
い道をより具体的にプロジェクト
化し、プロジェクトに共感した人
から寄付を募る仕組みです。ふる
さと納税と同様に所得税・住民税
の還付や控除の対象となります。
　市民の皆さんも申し込みできま
す。市外にお住まいのご家族やご
友人、知人にもぜひお知らせくだ
さい。
■目標金額　 1 千万円
■受付サイト　ふるさとチョイス
■寄付金額
　【サポーター①（個人・法人）】　　
　 1 口　 1 万円
　【サポーター②（個人、法人）】
　 1 口　 5 万円
　【オフィシャルサポーター（法人）】
　 1 口　50万円
■申込期限　 3 月16日㈯
※申し込み方法などの詳細はふる

さとチョイスホームページをご
覧ください。

ふるさとチョイス  七尾市 検索

産業振興課　☎53-3311
　観光交流課　☎53-8424

小さな掛け金･大きな補償
スポーツ安全保険にご加入を
　スポーツ安全保険は、アマチュ
アのスポーツ・文化・ボランティ
ア活動などを行う 4 人以上の団体
を対象とした、団体活動中や経路
往復中の傷害事故と賠償責任を負
う事故を補償するものです。万が
一に備えて加入しましょう。
■加入区分・年間掛け金
【子ども】（中学生以下）
　・団体活動 800円
　・個人活動 1,450円
【大人】（高校生以上）
　・文化・ボランティア・地域
　　活動など 800円
　・スポーツ活動・指導・審判
　　64歳以下 1,850円
　　65歳以上 1,200円
【全年齢】
　・危険度の高いスポーツ活動
　　 11,000円

■受付期間　
　 3 月 1 日～平成32年 3 月30日
■保険期間　
　 4 月 1 日～平成32年 3 月31日
※ 4 月 1 日以降の申し込みは、加

入手続日翌日から有効です。
スポーツ安全保険 検索

(公財)スポーツ安全協会石川県　　
　支部　☎076-268-3100

　　　　　　　　　　　　　　　

子育て家庭を支援する会員募集
　子どもの預かりや送迎などの支
援を行うファミリーサポート。協
力会員の養成講座を開催します。
すでに会員の人も参加できます。
■開催日・場所
　 3 月 2 日㈯　七尾市文化ホール
　第13会議室
　 3 月 3 日㈰　矢田郷地区コミュ
　ニティセンター工芸実習室
■内容　子どもの心の発達、栄養
　　　　と食事、遊びなど
※協力会員には、支援活動 1 時間
につき700円の謝礼金が依頼会員
から支払われます。

親子ふれあいランド　☎52-1476

のと里山空港開港15周年特別企画
■内容

①【35周年のディズニーへ！】
　（先着200人）
・割引額　 1 人当たり6,000円
②【羽田乗継で憧れのあの地
　へ！】（先着300人）
・割引額　 1 人当たり5,000円

■条件
・金沢市以北在住
・能登発の能登羽田便を往復利用
・ 1 泊以上の宿泊を伴う利用
・同行程に 2 人以上で参加
※①、②それぞれ他条件あり

■対象期間
　 3 月31日㈰帰着分まで
※申込取扱店舗などの詳細は、の
と里山空港ホームページをご覧く
ださい。

のと里山空港利用促進同盟会
　☎0768-26-2366

　　　　　　　　　　　　　　　

中高年・シニアのための
企業説明会と個別相談会
　就職の悩みをシニア就労アドバ
イザーに相談しませんか。就職意
欲が高い中高年、シニアが多く就
職している企業が参加します。
■日時　
　 3 月 6 日㈬　13：30～16：00
　 3 月 7 日㈭　10：00～15：00
■場所　七尾市文化ホール
　　　　第12会議室
■定員　30人
■費用　無料

㈱歩　☎076-227-8760

　　　　　　　　　　　　　　　

自死遺族交流会（Ｊ交流会）
　自死遺族の人が寄り添い、お互
いに共感することで、心が安らぐ
時を過ごせる場を開催していま
す。事前にお問い合わせください。
■日時　 3 月 2 日㈯
　　　　14：00 ～ 16：00
■場所　金沢市内

石川県こころの健康センター
　☎076-238-5750
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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　羽咋市青年団協議会結成60周年記念
ここが舞台だ！夢会議

市内外の青年団体による活動内容やまちづく
りに関するパネルディスカッション、グルー
プディスカッションを行います。

［日時］ 3 月21日(木・祝） 9 ：30 ～
　　　※18：30～　交流会を開催予定

［場所］ コスモアイル羽咋　小ホール
［費用］ 無料（弁当希望の人は500円）
［申込期限］ 2 月28日㈭

羽咋市青年団協議会　☎080-1954-7691
　メール：hakuishiseikyou@yahoo.co.jp
※できるだけメールでご連絡ください。

志賀町　
大漁起舟祭

鮮魚販売や大漁鍋、炉端コー
ナー、地元グルメ、島津悦
子歌謡ショー、甘エビ・か
す漬けセットなどが当たる
ガラポンも開催。

［日時］ 2 月11日(月・祝)
           10：00 ～ 15：30

［場所］富来漁港（西海風戸）
志賀町祭実行委員会事務局

　☎0767-32-1111

中能登町　
第14回  生涯学習のつどい

［日時］ 2 月16日㈯　13：00 ～
［場所］ラピア鹿島　アイリスホール
［内容］
【講演会】「人生100年時代をど
う生きる？」
杉村太蔵（タレント・元衆議
院議員）

［費用］ 無料
社会教育団体の活動写真展示や勾玉(まがた
ま)づくり、初心者向けの切り絵体験、ニュー
スポーツ（カローリング）などの無料体験コー
ナーもあります。
※手話通訳、要約筆記あり。

生涯学習課　☎0767-76-1900

宝達志水町　
のまりん紙芝居げきじょう

野間成之先生の紙芝居ライ
ブ、歌あり踊りありで親子
で楽しめます(申し込み不
要)。

［日時］ 3 月 9 日㈯
           14：00 ～

［場所］さくらドーム21　 2 階視聴覚室
町立図書館　☎0767-29-8350

富山県氷見市交流情報
ひみぶりフェア
　氷見の冬の旬といえば、何と
いっても日本一のブランドともい
われる氷見の寒ブリ。この季節、
富山湾を南下してくる脂の乗った
ブリのおいしさは格別です。
　氷見市内では期間中、市内35の
参加店で自慢のブリ尽くし料理を
ご堪能いただけます。ぜひ、この
機会に氷見へお越しください。詳
細は氷見市観光協会ホームページ
をご覧ください。

きときとひみどっとこむ 検索

■開催期間　 2 月28日㈭まで
　※ブリの水揚げがなくなり次第
　　終了
■場所　氷見市内の飲食店、民宿・

旅館、割烹料理店、ひみ
番屋街など

(一社)氷見市観光協会　
　☎0766-74-5250
　　　　　　　　　　　　　　　

のと里山里海ミュージアム
2月のイベントのご案内
【里山里海講座「海草押し花体験」】
■日時
　 2 月10日㈰　14：00～16：00　
■定員　20人（要申し込み）
■費用　500円（郵送代含む）
【金沢星稜大学発表会「七尾の祭り」】
■日時
　 2 月23日㈯　13：30～15：00

のと里山里海ミュージアム　
　☎57-5100

七尾港開港120周年記念
にっぽん丸チャータークルーズ
　七尾港開港120周年を記念して、
七尾港発着「にっぽん丸チャー
タークルーズ」が実施されます。
現在ツアーの申し込みを受け付け
中です。
■日程　 6 月25日㈫～28日㈮
　　　　（ 3 泊 4 日）
■行き先　

鳥取（境港）、福岡（博多港）

七尾港開港120周年記念事業実
　行委員会（七尾商工会議所内）
　☎54-8888

　　　　　　　　　　　　　　　

富山県高岡市交流情報
第10回ふくおかひなまつり
　福岡町中心市街地で、第10回ふ
くおかひなまつりが開催されま
す。福岡町内にある旧北陸道沿い
の旧菅笠問屋の町並みを見て回り
ながら、歴史あるひな人形や段飾
りをご覧ください。
■開催期間
　 2 月24日㈰～ 3 月 3 日㈰
■場所
　雅楽の館、島田邸、いっぷく処
　（まちづくりふくおか工房）など

㈱ウエルカム福岡　
　☎0766-64-0009

 加者募集

 催日

受講料

５回コース （水曜日 ・ 14 時 30 分～ 16 時 00 分）

２月１３日 ・ ２０日 ・ ２７日 ・ ３月１３日 ・ ２０日

５回　６０００円 （施設利用料 ・貸し靴代含む）

２月１３日
スタート！

 康ボウリング倶楽部

 ロと一緒に楽しもう！

 美容と
健康に！

  みん
なでわい

わい！

スポーツ
ボウリン

グ！
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