
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

田鶴浜地域コミュニティバス
（はなバス）大津町地内の一部で
フリー乗降区間を設定します
　田鶴浜地域コミュニティバスの
利便性を向上させるため、一部の
区間で乗り降りが自由にできるフ
リー乗降区間を設定します。
■開始日　12月 2 日㈪から
■フリー乗降区間
　大津北ゴミステーション前→大

津町集会所前
※バス時刻に変更はありません。

バス時刻に合わせ、区間内で乗
降してください。
企画財政課　☎53-1117

　　　　　　　　　　　　　　　

プレミアム付商品券(非課税
者分)の申請はお早めに
　住民税非課税者および子育て世
帯の人を対象に、25％もお得なプ
レミアム付商品券を販売していま
す。非課税者分は、事前に購入引
換券の申請が必要です。早めに申
請しましょう。
■申請期限　11月29日㈮
■申請方法

対象者へ送付済みの申請書に
必要事項を記入し、同封の返信
用封筒で郵送。もしくはパトリ
ア 3 階、田鶴浜・中島・能登島
各行政サービスコーナー窓口で
申請。
福祉課　☎53-3625

令和元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。
　今年度、古府町町会が宝くじの
助成金で、神輿の修繕他コミュニ
ティ活動備品の整備をしました。

企画財政課　☎53-1117

市の人口 　 　

令和元年 9 月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,127世帯　（　14)
人　口　52,322人　　（△57）
　男　　24,８22人　　（△27）
　女　　27,500人　　（△30）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 ８,030人
　21 ～ 64歳　24,941人
　65歳～　　 19,351人
転入 　 ８5人　　転出 　 9８人
出生 　 22人　　死亡 　 66人
婚姻 　 10件

納税のお知らせ 　 　

国民健康保険税( 5 期)
納期限：12月 2 日㈪

愛の献血 　 　

今月の献血はありません。

※変更の場合があります。
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

受賞おめでとうございます！
【令和元年度七尾市自治功労者
表彰の受賞者(敬称略)】
■永年勤続 七尾市議会議員
　20年表彰　荒川　一義
　10年表彰　佐藤　喜典
■永年勤続　七尾市農業委員会委員
　10年表彰
　坂井　助光、島本　正光、
　須﨑　昭夫
■永年勤続　七尾市選挙管理委員会委員
　10年表彰　山本　吉昌
■永年勤続　七尾市町会長
　15年以上退任表彰　小林　義弘
　10年表彰
　大河　寿、岡原　秀克、
　坂井　助光
■永年勤続　七尾市交通安全推進隊員
　10年表彰
　今村　明久、遠藤　章、
　大野木　春雄、小川　理一
　谷口　静枝、坪野　侃
■永年勤続　七尾市統計調査員
　15年表彰　土田　由紀子

総務課　☎53-1111

【令和元年度七尾市産業功労者
表彰の受賞者(敬称略)】
■農林漁業功労賞
　赤坂　正則、深田　昇
■技能功労賞 
　川崎　覚、郷社　信作、
　清水　清一郎、谷口　洋子、
　前田　ひろみ、横谷　渟一

農林水産課　☎53-5010

ごみのぽい捨て防止PRポスター
の優秀作品が決定
　七尾市快適環境づくり市民委員
会が、ごみがぽい捨てされないよ
う、ポスターを市内の小中学校か
ら募集し、優秀作品を決定しまし
た。入賞した作品は、ぽい捨て防
止看板として市内に設置します。
■最優秀賞

【小学校低学年部門】

「里山里海をまもろう」
朝日小学校 3 年
松岡　優衣さん

【小学校高学年部門】

「ごみの分別」
天神山小学校 4 年
永松　琥汰朗さん

【中学生部門】

「ゴミを分別しよう」
七尾東部中学校 2 年

山本　瑞季さん

環境課　☎53-８421

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、
さまざまな手段で市民の皆さんに
お伝えするための情報伝達訓練を
実施します。
■日時　12月 4 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」

総務課防災対策室　
　☎53-6８８0

　　　　　　　　　　　　　　　

ひきこもり家族教室
■対象
　ひきこもりの人の家族、支援者

【第 1 回：講演会】
　将来の生活設計や社会保障制度
を学びましょう。
■日時　11月19日㈫
　　　　14：00～16：00
■場所　能登中部保健福祉センター
■演題
「ひきこもりの方と暮らすご家
族のライフプラン」

■講師
　安部行政書士・社会保険労務士・
　FP事務所代表　安部　静男

【第 2 回：交流会(家族のみ)】
　日頃の悩みや家族としての対応
を当事者と話し合いましょう。
■日時　12月 6 日㈮
　　　　14：00～16：00
■場所　羽咋地域センター
■講師　ひきこもりサポーター
■助言者　石川県こころの健康
　　　　　センター　竹　昌江

能登中部保健福祉センター
　健康推進課　☎53-24８2

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。
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

義援金を被災地に送金します
　市は災害で被災された方への義
援金を受け付けています。
　皆さまより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）

【東日本大震災義援金】
【平成30年北海道胆振東部地震災
害義援金】

【令和元年 ８ 月豪雨災害義援金(佐
賀県）】
　松本佐智子 駅コンサート
■各種義援金を受け付けています

【令和元年 ８ 月豪雨災害義援金(佐
賀県)】

【令和元年台風第15号千葉県災害
義援金】

【令和元年台風第19号災害義援金】
■時間　 ８ ：30～17：15
　　　　(土・日、祝日を除く)
■場所　福祉課、税務課、総務課、
　田鶴浜、中島、能登島各行政サー
　ビスコーナー

福祉課　☎53-3625

　　　　　　　　　　　　　　　

桜の苗木の無料配布
　七尾市を「桜のまち」にするた
め、苗木を無料で配布しています。
沿道から見える場所に桜を植えて
みませんか。
■苗木の大きさ
　高さ約1.5ｍ、太さ約 1 ㎝
■申込方法
　申込書を持参または郵送、メー
　ル、ファクスで提出
■申込書の配置場所

市役所本庁 2 階(都市建築課)、
ミナ．クル 2 階(税務課横)
パトリア 3 階市民ロビー、各地
区コミュニティセンター、市立
図書館など
※市ホームページからもダウン
　ロードできます。

■申込期限　11月25日㈪
■配布時期　令和 2 年 3 月中旬

都市建築課 ☎53-８469 FAX52-92８８
　〒926-８611　袖ケ江町イ部25番地

桜の苗木植え方講習会
　実際に苗木を植え、土作りや肥
料やり、支柱の立て方など、植え
るポイントを説明します。
■日時　11月27日㈬　10：00～11：00
■場所　希望の丘公園さくらの広場
■対象者　どなたでも
■費用　無料
■申込期限　11月25日㈪
■申込方法
　電話、メール、ファクス

都市建築課
　☎53-８469　FAX52-92８８

　　　　　　　　　　　　　　　

税務署での面接相談は事前
予約が必要です
　電話で予約(☎52-33８1)をする際、
音声案内が流れます。案内に従っ
て予約手続きを進めてください。
・所得税や法人税など国税に関す

る相談は「電話相談センター」
をご利用ください(音声案内
「 1 」)。

・個別で職員との面接相談を希望
する人は、事前に予約をしてく
ださい。(音声案内「 2 」)

※確定申告期など(1月～ 3 月)の
申告相談は事前予約不要です。
七尾税務署　☎52-33８1

能登地区リウマチ講演会
■日時　11月24日㈰　13：30～15：30
■場所　パトリア 5 階フォーラム七尾
■テーマ
　関節リウマチの治療戦略と合併
　症(骨粗しょう症)
■講師　城北病院リウマチ科
　　　　堤野　みち
■参加費　無料

日本リウマチ友の会石川支部
　平野　☎090-4329-5８0８

　　　　　　　　　　　　　　　

アルコール関連問題
家族教室・講演会
　お酒の問題を抱える人への関わ
り方を一緒に考えてみませんか。
■日時　12月 3 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
■対象

アルコール依存症や依存傾向に
ある人など、お酒の問題を抱え
る家族や支援者

■講師　岡部診療所精神保健福祉士
　　　　西念　奈津江
■参加費　無料

能登中部保健福祉センター
　健康推進課　☎53-24８2

11月11日～ 17日は
税を考える週間です
　この機会に、税の仕組みや必要
性を考えてみませんか。

【小・中学生「税についての作品」
展示(標語・書道)】
■期間　11月 ８ 日㈮～1８日㈪
■場所　ミナ．クル 3 階図書館前

【年末調整説明会】
■日時　11月19日㈫
　　　　10：00～12：00
　　　　13：30～15：30
■場所　矢田郷地区コミュニティ

センター視聴覚室(七尾サンラ
イフプラザ)

【消費税の軽減税率制度等説明会】
■日時　11月 7 日㈭、12月12日㈭
　個人事業者　①10：00～10：45
　　　　　　　②11：00～11：30
　法人　　　　③13：30～14：15
　　　　　　　④14：30～15：00
■場所　七尾税務署 1 階共用会議室

【記帳および消費税軽減税率制度
説明会】
■日時　11月1８日㈪
　記帳制度　13：30～15：00
　軽減税率制度　15：00～15：30
■場所　七尾税務署 1 階共用会議室

七尾税務署　☎52-33８1

　　　　　　　　　　　　　　　

認知症の人とその家族の集い
「なないろカフェ」開催
　認知症の人とその家族同士で、
楽しく料理をしながら交流しませ
んか。日頃の悩みなども語り合い
ましょう。
■日時
　11月17日㈰　10：00～12：00
■場所　矢田郷地区コミュニティ

　センター調理室
■内容　調理実習および交流会
■参加費　500円
■持ち物　エプロン

七尾市地域包括支援センター
　☎53-57８9

福祉・介護の仕事セミナー
＆個別相談
　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　11月21日㈭、12月17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)　☎076-234-115

　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日・弁護士
　11月14日㈭　村井　充
　11月21日㈭　村上　巧市　
　11月2８日㈭　菊地　環
　12月 5 日㈭　村上　久幸
■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　5,500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

　　　　　　　　　　　　　　　

55歳以上の人のための
就職支援職場見学会
　製造業の仕事に興味がある人
に、仕事を体験することで理解を
深める職場見学会を開催します。
■日時　11月29日㈮
　　　　10：30 ～ 11：30
■場所　株式会社スギヨ北陸工場
■対象　55歳以上で働く意欲のある人
■定員　 5 人(先着順)
■参加料　無料
■申込期限　11月27日㈬

日建学院金沢校
　☎076-2８0-6001

認知症の人の希望を実現させよう
　認知症への理解を深めません
か。どなたでも参加できます。
■日時　12月 1 日㈰　10：00 ～ 12：00
　　　　(開場 9 ：30)
■場所　矢田郷地区コミュニティ
　　　　センター多目的ホール
■内容
・第一部　認知症の人とその家族の集い
　「なないろカフェ」の活動紹介
・第二部
　講演会「認知症とともに笑顔で生きる」

　 若年性認知症当事者
　 丹野　智文
・第三部　グループワーク
■定員　８0人
■申込期限　11月20日㈬

七尾市地域包括支援センター
　☎53-57８9

　　　　　　　　　　　　　　　

第15回七尾市民文化祭
■七尾市文化ホール
　(七尾サンライフプラザ)
　11月 9 日㈯、10日㈰
　　帯結び展
　11月 9 日㈯、10日㈰
　　いけ花展
　11月10日㈰
　　23回定期演奏会《谷川俊太郎
　　の世界》
　12月15日㈰
　　剣と舞詩歌で綴る日本の歴史
■矢田郷地区コミュニティセンター
　(七尾サンライフプラザ)
　11月 9 日㈯
　　食談義とお食事会
■能登演劇堂
　11月10日㈰
　　芸能発表会
■中島文化センター
　11月 9 日㈯、11月10日㈰
　　作品展
　11月10日㈰
　　茶会

七尾市文化協会　☎53-0596

特定健診・がん検診の日程
　身体の状態を教えてくれる特定健診は、治療中の人も対象です。
　会場では特定健診とがん検診を同時に開催しています。希望日の 2 週
間前までにお申し込みください。
※11月14日㈭は託児サービスあり。利用する人は、健診希望日の 3 日前

までにお申し込みください。

検診日 会　　　場 受付時間
特
定
健
診
胃大腸肺

前
立
腺
乳子宮

肝
炎

11月14日㈭ 七尾サンライフプラザ ８:30～10:00 ● ● ● ● ● - - ●
13:00～14:00 ● - ● ● ● ● ● ●

11月21日㈭ 七尾サンライフプラザ ８:30～10:00 ● ● ● ● ● - - ●
13:00～14:00 - - ● - - ● ● -

【がん検診(胃、大腸、肺、子宮、乳がん)の日程を追加しました】
■日時　12月 7 日㈯　 ８ ：30 ～ 10：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　※特定健診は実施していません。

健康推進課　☎53-3623
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

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・男女共同参画など各分野
の相互理解を深めませんか。
■日時　12月 1 日㈰　10：00～
■場所　パトリア 4 階フォーラム
　　　　七尾多目的ホール
■内容

【表彰式】
　・男女共同参画社会づくり「 4

コマまんが」
　・男女共同参画「川柳」
　・人権擁護に関する標語

【人権・男女共同参画講演会】
　10：45～
　「漫画家　宮下英樹が見るふる

さと七尾」
　宮下　英樹(七尾市出身漫画家)
■入場料　無料

総務課人権・男女共同参画室
　☎53-1112

　　　　　　　　　　　　　　　

12月 1 日は世界エイズデー
「HIV（エイズ）検査」のご案内
　HIVやエイズは身近な問題であ
り、決してひとごとではありませ
ん。正しい知識を持ち、感染に不
安のある人は検査を受けましょう。
■検査の種類と日時(通年)

【能登中部保健福祉センター】
即日検査　
　第 1 月曜日　 9 ：00～11：30
通常検査　
　第 2 月曜日　 9 ：00～19：00
　第 3 ～ 5 月曜日 9 ：00～11：30

【羽咋地域センター】
通常検査　
　第 2 月曜日　 9 ：00～11：30
・即日検査は約 1 時間後、通常検

査は 1 週間から10日後に結果を
お伝えすることができます。

・検査は要予約、匿名、無料で
行っています。
能登中部保健福祉センター

　☎53-24８2
　羽咋地域センター
　☎0767-22-1170

ななお創業応援フェスタ2019
　体験メニューを通して、創業のさ
まざまな情報を提供します。勤務先
から独立したいなどの創業に関心
のある人もない人も、ぜひお越しく
ださい。事前予約が必要です。

【能登島の海とイルカウォッチング】
■日時
　11月10日㈰　 9 ：30 ～ 12：30
■場所　ドルフィンスマイル
　　　　(能登島向田町)
■対象　どなたでも
■定員　10人
■費用　4,000円
　※雨天時は中止となります。

【日本刺しゅう特別講座＆ギャラリー展】
■日時
　12月20日㈮　14：00 ～ 15：00
■場所
　のとしんギャラリーかわも(桧物町)
■対象　女性のみ
■講師　日本刺しゅう作家
　　　　草乃しずか
■定員　30人
■費用　無料

ななお創業応援カルテット事務局
　☎54-８８８８

　　　　　　　　　　　　　　　

あい愛バザール
　七尾市各種女性連絡協議会加入
団体によるフリーマーケットです。
多数の掘り出し物を販売します。
■日時　11月24日㈰　10：00 ～
　※品物がなくなり次第終了
■場所　パトリア 4 階フォーラム
　　　　七尾多目的ホール

フォーラム七尾　☎52-5222

第 2 回やってみよう!!
魅力ある居場所づくり
～お互いに支え合い助け合う地域
をめざして～
　みんなが気軽に寄り合える居場
所づくりを学びませんか。人と人
がつながる場、誰でも気軽に行け
る場として楽しく過ごせる場所を
わいわいと考えましょう。
■日時　11月17日㈰
　　　　13：30～16：00
■場所　能登食祭市場 1 階
　　　　モントレーホール
■定員　50人(先着順)
■内容

【講演会】
　「居場所から始まる支え合いの

地域づくり」
　支え合いのしくみづくりアドバ

イザー　河田　珪子
【事例紹介、意見交換】
・「なたうちニコニコ便」
　NPO法人なたうち福祉会
・「島のいっぴき・高齢者の配食」
　能登島地域づくり協議会
・「地域と連携して取り組む居場所づくり」
　(福)緑会

高齢者支援課　☎53-８463

　　　　　　　　　　　　　　　

中高年・シニアのための
企業説明会と仕事相談会
　就職の悩みや、疑問などを就労
アドバイザーに相談しませんか。
中高年、シニアを積極的に採用し
ている企業の話を聞ける機会です。

【企業説明会】
■日時
　11月26日㈫　13：30～16：00
■場所
　七尾市文化ホール第12会議室
■定員　30人

【仕事相談会】
■日時
　11月27日㈬　10：00～16：00
■場所　
　七尾市文化ホール第13会議室
※参加費はどちらも無料です。

㈱歩　☎076-227-８760

企画展「水中びじゅつかん」開催
　まるで絵画や美術品のようなカ
ラフルな海の生きものたちを展
示。会場はまさに美術館のような
雰囲気です。
■期間　12月15日㈰まで
■場所　本館企画展コーナー

【水族館裏側探検隊】
■日時　毎週土曜日
　　　　11：15、13：10
■定員　各回先着10人
■参加費　無料

 

のとじま水族館　☎８4-1271

　　　　　　　　　　　　　　　

富山県氷見市交流情報
木育キャラバン in 氷見
　毎年大人気のイベント「木育
キャラバン」が、今年も氷見にやっ
てきます。国内外の木のおもちゃ
150点以上を一堂に集めた、木の
おもちゃの遊園地です。木に触れ
て匂いや音を感じ、遊びを通して
木を思い切り感じましょう。
■開催日　12月 5 日㈭～ ８ 日㈰
■場所　氷見市海浜植物園
■参加費　大人500円、小中学生
　100円、乳幼児無料(体験教室は 
　別途必要)

(一財)氷見市花と緑のまちづく
り協会　☎0766-91-0100

労働保険の加入手続きは
お済みですか
　労働保険(労災保険や雇用保険)
は、労働者が仕事中や通勤途上に
事故にあった場合や失業した場合
などに保険給付が受けられるなど、
職場の安全・安心と雇用の安定や
失業の予防を図る保険制度です。
　従業員を一人でも雇用している
事業主は、業種や規模に関係なく、
原則として労働保険の加入義務が
あります。加入していない事業主
は、早急に手続きをお願いします。

七尾労働基準監督署　
　☎52-3294
　七尾公共職業安定所
　☎52-3255

　　　　　　　　　　　　　　　

全国一斉
女性の人権ホットライン強化週間
　夫やパートナーからの暴力やス
トーカーなど、女性を巡るさまざ
まな人権問題の解決を図るため、
法務局職員や人権擁護委員が電話
で相談に応じます。相談無料、秘
密は守られます。
■日時　11月1８日㈪～ 22日㈮
　　　　 ８ ：30～19：00
　　　　11月23日(土･祝)～24日㈰
　　　　10：00～17：00
■全国共通ダイヤル　0570-070-８10

平日は金沢地方法務局、土日は
名古屋法務局につながります。
金沢地方法務局七尾支局

　☎53-1721

　　　　　　　　　　　　　　　

川でのサケの捕獲は禁止です
　河川でのサケの捕獲は、水産資
源保護法により禁止されていま
す。違反すると、 1 年以下の懲役
または50万円以下の罰金に処せら
れる場合がありますので、ご注意
ください。
　産卵のため、生まれた川に帰っ
てきたサケの資源保護にご協力を
お願いします。

農林水産課　☎53-８422

羽咋市 羽咋市歴史民俗資料館　
企画展「気多の神々」

写真家渋谷利雄が長年にわ
たり撮影してきた写真を中
心に、気多神社文書や寺家
遺跡出土品などを展示し、

「気多の神まつり」の歴史を
紹介します。

［期間］11月10日㈰まで
　　　  会期中無休

［時間］ 9 ：00 ～ 17：00
　　　　(入館は16：30まで)

［場所］羽咋市歴史民俗資料館(羽咋市鶴多町)
羽咋市歴史民俗資料館　☎0767-22-5998

志賀町　
第31回 志賀町を描く美術展

志賀町をテーマに描かれ
た作品を展示します。
※今年応募された作品で
す。

【富来展】
［日時］11月16日㈯～ 24日㈰
［場所］富来活性化センター
【金沢展】
［日時］12月 6 日㈮～ 9 日㈪
［場所］石川県立美術館第7・8・9展示室

生涯学習センター　☎ 0767-32-2970

中能登町
図書館まつり

いろいろなイベント
を企画しています！
ぜひ図書館へ遊びに
きてください。

［日時］11月16日㈯
 9 ：00 ～ 17：00

［場所］鹿島図書館(井田)
［内容］
 ・古本市 9 ：00 ～ 17：00
 ・大人の映画上映会 10：00 ～ 12：00

 14：00 ～ 16：00
 ・おはなし会 11：00 ～ 11：30
 ・記念新聞プレゼント 11：00 ～ 14：30
 ・釣り堀 13：00 ～ 14：00

鹿島図書館　☎0767-76-0544

宝達志水町　
能登半島最高峰　宝達山

能登半島、白山や立
山連峰を一望できる
眺望はまさに絶景！
山頂まで歩くもよし、
ドライブにも最適で
す。紅葉の季節、ブ
ナが山頂付近を彩ります。
[車でのアクセス]
 のと里山海道 米出ICから約30分

企画振興課　☎0767-29-8250

◆高所作業車運転技能講習 学科11/8　実技11/10

◆車両系建設機械運転技能講習
　　(ユンボ・タイヤショベル等)

学科11/11～

◆クレーン運転特別教育
　　(ホイスト・定置式の各種クレーン等)

学科11/13～11/14

◆ガス溶接技能講習
◆アーク溶接特別教育

2月

◆グラインダー特別教育
◆フルハーネス特別教育

3月

　　　　　　　　
　　　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お任せください！

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

　　　　　手間取る手続きを事務委託しませんか？費用は年間4,320円～です！

第30回大賞「出番を待つ(福浦港)」東 靖夫
(能登町)

18七尾ごころ19 七尾ごころ 2019.11


