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平成25年 7 月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,240世帯（　17）
人　口 57,351人（△50）
　男　 27,125人（△19）
　女　 30,226人（△31）
年齢別人口
0 ～20歳 9,611人
21～64歳 29,787人
65歳～ 17,953人
転入 94人 転出 116人
出生 26人 死亡 56人
婚姻 21件 そのほか  2人

市の人口

国民健康保険税（ 3期）
＊納期限：9月30日㈪

納税のお知らせ

今月はお休みです。

今月の『税情報ななお』

■日時　 9月14日㈯
 9 ：45 ～ 11：45
 13：00 ～ 15：30
■場所　  七尾市民健康ふく

しまつり会場内
　　　　（ミナ.クル前）

愛の献血

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

募集
いきいき七尾魚
「お魚さばき方教室」
団体募集
　朝どれのおいしい魚を使った
「お魚さばき方教室」が好評です。
講師は漁師さんや魚の料理に携
わっている人です。
　20人程度のグループで開催でき
ますので、興味のある団体はお問
い合わせください。

問   七尾・能登島定置網漁業振興会
（里山里海振興課内）
　 ☎53-5010

イベント

のと鉄道フェスティバル2013

■日時　 9月28日㈯～ 29日㈰10：00 ～ 16：30
■場所　のと鉄道穴水駅
■体験内容
　運転士体験・列車と綱引き体験、軌道自動車　
　体験運転・ミニ新幹線乗車体験、フリーマーケットなどを開催。
　ステージでは、ブラスバンド演奏や太鼓競演も予定してます。
　運転士体験は申し込みが必要です。9月20日㈮まで。
問   のと鉄道株式会社（担当：森岡）　☎0768-52-4422

第72回七尾城まつり
　今年度は「祝 能越自動車道七尾
城山IC開通記念」とし、七尾城本丸
跡やその周辺を舞台に多彩なイベ
ントを開催します。皆さんお誘い
合わせ、ご登城ください。
■日時
　前夜祭　
 9 月14日㈯18：00 ～
　本祭　　
 9 月15日㈰10：00 ～
■場所
　  七尾城本丸跡、調度丸跡、本丸跡
駐車場、懐古館、七尾城史資料
館、七尾サンライフプラザ

■内容
　  邦楽の夕べ、ちびっこ演技、全国
詩吟大会ほか

　  無料シャトルバス（七尾サンラ
イフプラザ⇔本丸駐車場間）の
送迎があります。

問   矢田郷公民館　☎52-5240

希望の丘公園で作って
飛ばそう！紙飛行機！！
　自分だけの紙飛行機を作って
大空へ飛ばしませんか。
　遠くまで飛ばせた
人には景品を贈呈し
ます。さあ！みんな
で参加しよう！
■日時　
 9 月22日㈰～ 23日（月・祝）
　10:00 ～ 15:00（荒天中止）
■定員　両日100人
■参加費　無料
　詳細は

⇒

　 希望の丘公園 検索
問   希望の丘公園管理事務所
　 ☎52-9266

能登空港「空の日」フェスタ
日本航空学園「航空祭」同日開催
　能登空港往復利用旅行券が当た
る「能登空港ウルトラクイズ」や
「紙飛行機 的入れゲーム」、日頃は
絶対に入れない制限区域で滑走路
の近くから航空機の離発着を見学
できる「空港内バスツアー」など多
彩なイベントを開催します。
■日時　10月13日㈰
　　　　10：00 ～ 16：30
■場所　能登空港・日本航空学園
■開催イベント
　①管制塔・気象施設見学（約30分）
　　対象　小学 4年生～高校生
　　時間　10：40 ～、11：20 ～
　　定員　各20人　
　②  見てみようANA!!「ANAお仕
事見学」【要事前申込】（約90分）

　　対象　小学生とその家族
　　時間　10：00 ～、15：00 ～
　　定員　各20人　
■その他　  フリーマーケット出店

者大募集
※  イベントなどは、申し込みが必要で
す。詳細はお問い合わせください。

　 能登空港 検索
問   能登空港「空の日」
　 実行委員会　☎0768-26-2100

交流地域情報
金屋町楽市 in さまのこ
　江戸時代初期以来の町並みと銅
器工芸の職を残す高岡市金屋町。
その町家や石畳通りで全国各地の
工芸作品の展示販売やお茶会、
ワークショップなどを開催。「工芸
×生活×産業」が同居するゾーン
ミュージアムイベントです。
■日時　
　 9月21日㈯10：00 ～ 18：00
　 9 月22日㈰10：00 ～ 17：00
■場所
　富山県高岡市金屋町
問  金屋町楽市実行委員会事務局
　 （高岡市商業雇用課）
　 ☎0766-20-1289

第10回氷見
キトキトウオーキング
　氷見の自然や歴史を歩いて楽し
みませんか。美しい日本の歩きた
くなるみち500選認定コースもあ
ります！
■実施日
　10月26日㈯～ 27日㈰
■場所
　  氷見市ふれあいスポーツセン
ター 大芝生広場
■コース
　10月26日㈯
　  「万葉の史跡めぐり（30キロ／先
着200人）」、「史跡と白砂青松の
海岸めぐり（12キロ）」「ふれあい
の森とまんがロード（ 6キロ）」

　10月27日㈰
　  「石動山と海岸線（22キロ／先着
200人）」、「海岸線たっぷり満喫
（10キロ）」、「海・川めぐり（ 6キ
ロ）」
■参加費　一般　　　1,000円
　　　　　高校生以下　500円
問  氷見キトキトウオーキング
　 実行委員会　☎0766-74-8446

お知らせ

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、さわやかな暮ら
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
になります。また、川や海が
きれいになります。

　○  浄化槽の維持管理、検査が不
要になり、修理もなくなります。

■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さ
れていない人
は、お早めに七
尾市が指定す
る排水設備業
者に依頼し、接
続してください。
　  　まだ公共下水道の供用がされ
ていない区域でも、合併浄化槽
を推進する地域もありますので
ご相談ください。

問  上下水道課（宅内接続）　☎53-8466
　 上下水道課（本管工事）　☎53-8430
　 料金業務課（水洗普及）　☎53-8002

視覚障害者の皆さんへの
生活訓練を無料で実施します
　生活訓練を受けて、自分ででき
ることを増やしませんか？
　点字・パソコン操作・歩行など
の訓練を個別に受けられます。
　 1回 2時間程度、場所は自宅な
ど、ご相談に応じますので、お気軽
にご連絡ください。
問  （社福）石川県視覚障害者協会
 　☎076-222-8781

18七尾ごころ19 七尾ごころ


