
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

官民協働事業「ごみ分別冊子」
広告主募集活動のお知らせ
　令和 5年 4月 1日からの新ごみ
処理施設供用開始に併せて、これ
まで埋立ごみとして取り扱いして
きた一部可燃性ごみの分別区分を
見直す予定です。
　見直しに伴い、ごみ分別冊子を
市と民間事業者との官民協働で発
行します。ごみ分別冊子に広告枠
を設けて広告主を募集するため、
協働事業者が店舗や事業所を訪問
することがあります。
■広告掲載の申込みなど
　【協働事業者】
　株式会社サイネックス
　☎0776-34-6566
環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

ごみの運搬時にはご注意を
～転落・飛散防止措置の徹底～
　刈草や枝などのごみを車の荷台
に乗せて運搬する際は、出発前に
積荷にシートをかけ、ロープで固
定するなど、転落・飛散防止の措
置を確実にお願いします。
環境課　☎53-8421
　七尾警察署(交通課)　☎53-0110

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。家族の人も一緒
にお越しください。
■日時　 9月29日㈭
　　　　10：00～15：00
■場所　フォーラム七尾　
　　　　中ホール(パトリア 4階)
■費用　無料
■申込期限　 9月22日㈭
石川県視覚障害者協会
　☎076-222-8781

　　　　　　　　　　　　　　　

フードドライブを実施します
　ご家庭で使わずに眠っている食
品、調味料、飲料などはありませ
んか？未開封で、賞味期限が 1カ
月以上の常温保存ができるものが
あれば、ぜひお持ちください。
■日時
10月 7 日㈮、 8日㈯、 9日㈰
10：00～17：00
■場所　アルビス七尾店　
石川県資源循環推進課
☎076-225-1849

9 月10日㈯～ 16日㈮は
「自殺予防週間」です
～誰も自殺に追い込まれることの
ない社会の実現を目指して～
　かけがえのない命を守るため
に、一人一人が大切な人の心のサ
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。保健師が心
の健康に関する相談などに応じて
います。ぜひご活用ください。

健康推進課　☎53-3623

　　　　　　　　　　　　　　　

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
個別に受けられます。 1回 2時間
程度です。場所は自宅など、相談
に応じます。費用は無料です。
石川県視覚障害者協会
　☎076-222-8781

令和 5年度コミュニティ助成
事業の募集を開始します
　(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
を助成しています。
　令和 5 年度事業の申請を希望す
るコミュニティ組織は、企画政策
課までお問い合わせください。
■申込期限　10月7日㈮
※提出書類などの詳細は（一財）
自治総合センターホームページ
をご覧ください。

 コミュニティ助成事業 検索

企画政策課　☎53-1117

　　　　　　　　　　　　　　　

「ツキノワグマ出没注意情報」
が発令されました
　 6月に行われたブナ類の「雄花
の落下数調査」から、今秋はクマ
のエサが不足し、人里での大量出
没が予想されます。
　今年のクマの目撃件数が過去
最多ペースで、クマと遭遇する危
険性が高いため、対策を徹底しま
しょう。
■対策
　・クマのエサとなる果実(柿や栗
など)の早期収穫、生ごみを
放置しない。

　・集落に隣接する茂みの草刈り
を徹底する。

　・山になるべく入らない。
　・山に入るときは鈴やラジオを
鳴らす。

　・朝夕はクマの活動時間のため
特に注意する。

■もし出会ったら
クマを刺激しないよう、慌てず
静かに遠ざかりましょう。
農林水産課　☎53-8422

新型コロナウイルス感染症
の影響で国民年金保険料の
納付が困難な人へ
　新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、令和 2 年 2月以降に、
収入源となる業務の喪失や売り上
げの減少などにより所得が相当程
度まで下がった場合、臨時特例措
置として国民年金保険料免除申請
が可能となります。申請手続きな
ど、詳細はお問い合わせください。
市民課　☎0120-770-372
　七尾年金事務所　☎53-6511

　　　　　　　　　　　　　　　

日本人向け「やさしい日本
語講座」受講者募集
　「やさしい日本語」は、普通の
日本語よりも簡単で、外国人にも
わかりやすい日本語のことです。
外国人とのコミュニケーションに
役立つ「やさしい日本語」を学び
ませんか？
■日時
　基礎編
　10月1日㈯　10：00～11：30
　応用編
　10月15日㈯　10：00～11：30
　※全 2回の参加をお願いします。
■場所　矢田郷地区コミュニティ

センター (旧七尾サンラ
イフプラザ)

■費用　無料
■定員　20人
■申込期限　 9月26日㈪
■その他　オンライン受講可
地域づくり支援課　☎53-8633

　　　　　　　　　　　　　　　

小型特殊自動車や原動機付自転車
の登録・名義変更・廃車の手続き
　小型特殊自動車(トラクターやコ
ンバイン、耕運機など)、原動機付
自転車(125cc以下)を取得や処分、
譲渡したときは手続きが必要で
す。登録内容に変更がありました
ら、お早めに手続きください。
税務課　☎53-8412

9 月10日（下水道の日）
暮らしに欠かせない下水道の
ことを考える日です
　下水道に接続すると清潔で快
適、爽やかな暮らしができます。
　排水路へ生活排水が流れ込ま
ないので、清潔できれいな街にな
り、川や海もきれいになります。
　個人所有の浄化槽は維持管理
や検査が不要になり、修理も必要
なくなります。　
【下水道接続工事のお願い】
　供用が開始された区域にお住ま
いで、宅内工事がまだ完了してい
ない人は、早めに市が指定する排
水設備業者に依頼し、接続してく
ださい。(詳細は市のホームページ
をご覧ください)
【下水道への異物混入に関する注
意喚起と協力のお願い】
　下水道にタオルや衣類、水に溶
けないシート、食用油などが混入
すると、下水道管の詰まりやポン
プの故障原因となります。故障す
ると付近の家庭から汚水が溢れ出
す恐れがあります。水に溶けない
ものは決して流さないでください。
上下水道課　☎53-1972

　　　　　　　　　　　　　　　

農地パトロール(利用状況調
査)を行います！
　地域の農地利用状況の確認と、
遊休農地の実態把握や発生防止・
解消などの指導のため、農地パト
ロールを年に一度行っています。
　調査の結果、農地として適正に
管理されていないと判断された農
地の所有者に対して「利用意向調
査」を行います。
　農業委員、農地利用最適化推
進委員が皆さんの農地に立ち入る
ことがありますので、ご理解ご協
力をお願いします。
農業委員会事務局　☎53-8440

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。市内医療機関では特定健診のみ、11月30日
まで受診できます。ただし、新型コロナワクチン接種の実施による混雑などを避けるため、医療機関では予約
が必要な場合があります。受診される際は医療機関にご確認ください。
　会場ではがん検診も実施していますが、密集を避けるため予約が必要です。検診希望日の 2週間前までに、
がん検診申し込みはがきをポストへ投函してお申し込みください。(がん検診票と予約票は、検診日の 3 ～ 4
日前頃に届きます。)
　集団会場で特定健診のみを希望する人は、午後からがお勧めです。
検診日 会　　　場 受付時間 特定健診 胃 大腸 肺 前立腺 乳 子宮

9
月 22日㈭ 矢田郷地区コミュニティセンター  8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -

10
月

2 日㈰ 矢田郷地区コミュニティセンター  8：30～10：00 - ● ● ● - - -
13：00～14：00 - - ● - - ● ●

5日㈬ 能登島地区コミュニティセンター  8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -
13：00～14：00 ● - ● - ● ● ●

12日㈬ 矢田郷地区コミュニティセンター  8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -
13：00～14：00 - - ● - - ● ●

※矢田郷地区コミュニティセンターは旧七尾サンライフプラザです。
健康推進課　☎53-3623　FAX53-5990
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

第81回七尾城まつり
■前夜祭
　 9月17日㈯　16：00～20：00
　ステージイベント、飲食ブース
　（城山登山口駐車場）
■本祭　 9月18日㈰
　 9：30～第25回九月十三夜全国詩吟大会
　　　　　　（七尾市文化ホール）
　10：00～奉納演舞、ちびっこ侍武者行列
　　　　　　（本丸跡周辺）
　10：00～飲食ブース
　　　　　（城山登山口駐車場）
■無料シャトルバス(18日のみ）
　区間：矢田郷地区コミュニティ
　　　　センター～本丸跡
　時間： 8：30～
第81回七尾城まつり実行委員会　
☎52-5240

　　　　　　　　　　　　　　　

はじめてのケアラーコース
　家族や身近な人と協力しなが
ら、家族介護を学びませんか？
■日時　 9月24日㈯、25日㈰
　　　　10：00～12：30
■場所　矢田郷地区コミュニティ
　　　　センター大会議室
■定員　15人程度
■費用　無料
■内容　介護の初期段階に必要な

知識や情報、介護との向
き合い方など

矢田郷地区まちづくり協議会
　☎52-5240

　　　　　　　　　　　　　　　

不要品活用銀行
～学生服は制服バンクへ～
■ゆずります
学習机、たんす、サイドボード、
猫用給水機、座敷テーブル
※市内居住者限定、電気製品不可
※登録不要となった場合は要連絡
※市内幼保園・小中学校、県内高
校の制服は、制服バンクをご活
用ください。詳細は親子ふれあ
いランド(☎52-1476)にお問い
合わせください。
環境課　☎53-8421

3 年ぶりの開催「お熊甲祭」
　末社から繰り出した神輿は、猿
田彦の先導で深紅の枠旗を従え、
神社に参入。猿田彦がかねや太鼓
に合わせて境内を乱舞します。
■日時
　 9月20日㈫　
　 7：00～14：00頃
■場所
　久麻加夫都阿良加志比古神社
（中島町宮前）ほか
※規模の縮小と、時間を短縮して
の開催で、祭行事のスケジュー
ルが例年とは異なります。無料
シャトルバスの運行や、駐車場
などの詳細は、お熊甲祭の公式
ホームページまたは市ホーム
ページでご確認ください。
　また、観覧の際は新型コロナウ
イルスの感染予防対策にご協力
をお願いします。

交流推進課　☎53-8424

　　　　　　　　　　　　　　　

水道メーター検針員募集
　 2カ月間の研修があるので、初
めての人でも安心です。
■期間　令和 4年10月から
※開始可能月は相談に応じます。
■業務内容
　水道メーターの検針と付随業務
　(毎月 5日～ 9日の 5日間)
■勤務地　田鶴浜、中島地区
■募集人数　若干名(68歳まで)
■給与
　完全出来高制　 1件につき60円
　※採用後 6カ月は54円
上下水道料金お客さまセンター
　☎53-8431

第21回オーケストラ・アン
サンブル金沢七尾定期公演
■日時　10月15日㈯
　　　　14：30開場　15：00開演
■場所
　七尾市文化ホール大ホール
　(旧七尾サンライフプラザ) 
■出演
青島広志(構成・お話・ピアノ)
石﨑真弥奈(指揮)　
石川公美(ソプラノ)
原田勇雅(バリトン)
鶴見彩(ピアノ)
オーケストラ・アンサンブル金沢
(管弦楽)
■演目
ベートーヴェン「エリーゼのた
めに」（青島広志編）、シューベ
ルト「魔王」など
■入場料(前売り)
　一般席　　　　　　3,000円
　車椅子・介助者席　2,000円
　高校生・中学生　　1,000円
　小学生　　　　　　 500円
■チケット販売窓口
　スポーツ・文化課、七尾市文化
　ホール、ミヤコ音楽堂

スポーツ・文化課　☎53-8437

　　　　　　　　　　　　　　　

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 4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、審議会などへの女性委員の登
用率を令和12年度までに40％とす
る目標を掲げています。
　令和3年度は36. 1％で、令和4
年は36. 6 ％でした。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

ⓒFlavio Gallozzi

リベルテ午後のコンサート
　オペラの名曲と昭和歌謡の演奏
をお楽しみください。
■日時　10月 1 日㈯
　　　　15：30開演(15：00開場)
■場所
　七尾市文化ホール(旧七尾サン
　ライフプラザ)大ホール
■歌手
　鳥木弥生、石川公美、与儀巧、
　原田勇雄　ほか
■入場料
　一般　3,000円(全席自由)
　中高生1,000円(全席自由)
鳥木順子　☎090-6277-2148

　　　　　　　　　　　　　　　

氷見市制施行70周年記念事業
「真
ましろ
白の恋」～世界で最も

美しい湾～朗読劇
■日時　11月26日㈯ 
　昼公演 12：30～
　夜公演 16：00～（予定）
■出演
　早見あかり、西村まさ彦　ほか
■料金
　大人5,500円
　高校生以下1,500円
　※未就学児入場不可
■チケット発売中
詳しくは、氷見
市芸術文化館
ホームぺージを
ご覧ください。
(一財)氷見市文化振興財団
　☎0766-30-3430

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 9 月22日㈭、10月27日㈭
　　　　13：30 ～ 15：00
■場所　ハローワーク七尾
　※ほか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

　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日
9 月 8 日㈭、15日㈭、22日㈭、
29日㈭
■時間 13：30～16：00
■場所
　フォーラム七尾(パトリア 5階)
■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

■セールスプロモーション提案・制作・各種印刷・WEB 　etc.

Dp
daiichiprint inc. 第一印刷株式会社

第一印刷 検索https://daiichiprint.co.jp

★売上UP★フォロワー増★ブランディング

おすすめ情報 友達紹介

アンケート

新着情報

クーポン店舗情報

スタンプカード

SNS連携 SNS 連携で
相乗効果

アプリはもっとお手軽に！
O2Oアプリを作成から
運営代行まで実現

スマホアプリで
リピーター獲得

オリジナルアプリ制作・運営サービス

七尾市古府町へ部34番地1 TEL:  0767-53-3800

時間帯 月 火 水 木 金 土 日

5
00 市からのお知らせ
30 七尾の祭り
57 ななおいきいき体操

6 00 ニコニコちゃんねる
(ニュースと行政情報をお伝えします )

7 57 ななおいきいき体操
8 00 ニコニコちゃんねる

(ニュースと行政情報をお伝えします )9

10
00 いきいき100歳体操
30 ニュースプレイバック
57 ななおいきいき体操

11 00 ニコニコちゃんねる
(ニュースと行政情報をお伝えします )12

13 00 全国のケーブルテレビ番組を放送

14
00 いきいき100歳体操
30 ニュースプレイバック

15 00 リクエストコーナー (日替わり )16

17
00 いきいき100歳体操
30 ニュースプレイバック
57 ななおいきいき体操

18 00 ニコニコちゃんねる
(ニュースと行政情報をお伝えします )19

20
00 ニコニコちゃんねるセレクション (過去の番組を放送 )
57 ななおいきいき体操

21 00 ニコニコちゃんねる
(ニュースと行政情報をお伝えします )22

23
00 ニュースプレイバック
30 市からのお知らせ

ケーブルケーブル
テレビななお

11チャンネル番組ガイド 
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【番組リクエスト】
☎53-1130(平日9：00～14：00)
【加入の申し込み】
☎53-8699(平日8：30～17：00)

【今月のニコニコちゃんねる】【今月のニコニコちゃんねる】
5(月) ～ 11日(日)
感染対策とフレイル予防
12日(月) ～ 18日(日)
なるほどなっとく市政講座
「地域づくり協議会を中心とした仕組みづくり」
19日(月) ～ 25日(日)
介護予防講演会「認知症対応アドバイス」
26日(月) ～ 10月2日(日)
第54回全能登私の主張発表大会
10月3日(月) ～ 9日(日)
第34回わんぱく相撲中能登大会
※放送内容が変更となる場合があります。

テレビななおテレビななお
11チャンネル番組ガイド 11チャンネル番組ガイド 


