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平成26年 4 月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,198世帯（　72）
人　口 56,654人（△  5）
　男　 26,804人（　　1）
　女　 29,850人（△  6）
年齢別人口
0 ～20歳 9,404人
21～64歳 28,931人
65歳～ 18,319人
転入 223人 転出 188人
出生 28人 死亡 70人
婚姻 16件 そのほか  2人

市の人口

市・県民税（１期）
※納期限： 6月30日㈪

納税のお知らせ

募集

石川県NOTOピアノ
コンクール参加者募集
　幼児から一般まで広く募集し
ます。
■日時　 8 月 9 日㈯～ 10日㈰
■場所　七尾サンライフプラザ
■申込期限　 6 月16日㈪～ 30日㈪
　　　　　　（当日消印有効）
※  要項、申込書はインターネット
からダウンロードできます。

石川県NOTOピアノコンクール 検索
問 文化課　☎53-8437

「税情報ななお　第１号」回覧
～市・県民税の納税通知書を
6月13日に送付します！～

今月の『税情報ななお』

■日時　 6月 8日㈰
9：30～12：00  13：00～15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
【ＹＡＹＡフェスタ in やたごう】
（本府中町）

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

創業支援館しるべ蔵
入居者募集
　新しく事業を始める創業者を応援！
■対象　  商業およびサービス業、

そのほか商店街の賑わい
づくりに適した業種で、
創業をしようとする団体
または個人。

■入居期間　 8 月1日㈮～ 1年間
■使用料　月額 1万円
■提出書類　  申請書、事業計画書

など
■申込期限　 6 月30日㈪
※審査会で、入居者を選定。
※詳細はお問い合わせください。
問 産業振興課　☎53-8565

健康運動普及推進員養成講座
受講者募集
　運動を通して地域の健康づくり
を推進するボランティアの養成講
座を開催します。
■日時　 6 月28日㈯
    9 ：30 ～ 16：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　15人（先着順）
■費用　無料
■申込期限　 6 月23日㈪
■内容　  健康や運動に関する講義

および実技
※  運動の得意、不得意は問いません。
問 健康推進課　☎53-3623

市営住宅入居者および
補欠者募集
■募集住宅
　奥原住宅　 9 ,900円～ 19,600円　　　
　古府住宅　13,300円～ 33,700円
　代本住宅　51,400円～ 54,000円
■家賃など
　・家賃は所得に応じ決定
　・別途駐車料金の設定有
　・入居時に家賃 3カ月分の敷金
■申込期限　 6 月19日㈭
※詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429

七尾市環境審議会委員募集
■募集人員　若干名
■任期　 2 年
　　　　（平成26年度～平成27年度）
■申込資格　
　  20歳以上の市内在住の人
　環境保全に関心のある人
■提出するもの
　  応募用紙および「七尾市のこれ
からの環境保全」について400字
程度の作文を提出してください
※  応募用紙は環境課窓口または市
ホームページから取得できます。
■申込期限　 6 月20日㈮必着
■申込方法　
　  持参または郵送、メールで提出
してください

■その他　必要に応じて面談有
問 〒926-8611
　 七尾市袖ケ江町イ部25番地
　 環境課　☎53-8421
　 kankyo@city.nanao.lg.jp
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サマーボランティア体験2014
参加者募集
　ボランティア活動を体験してみ
ませんか？
■開催期間　 8 月1日㈮～
      8 月31日㈰
■場所　県内の社会福祉施設
■対象者　15歳以上の人
■主なプログラム　
　  　県内約100カ所の社会福祉施
設でのボランティア活動体験。
（高齢者の話し相手、障害者施設
利用者との交流やレクリエー
ションの手伝い、保育所での絵
本の読み聞かせなど）
　  　期日・活動先はプログラムか
ら選択することができます。
■申込期限　 6 月23日㈪
問 石川県社会福祉協議会・
　 ボランティアセンター　
　 ☎076-234-1616

協働のまちづくり推進事業（補助金制度）の募集
　みなさんの発想と活動をまちづくりに生かしませんか！
「市民が主役のまちづくり」や「協働のまちづくり」を進めるため、市が提案
し、企画案を募集する制度です。
　一緒に協力して、取り組みませんか。
【企画案を募集する事業】

事業名 担当課
①七尾検定実施事業 文化課　☎53-8437
②（仮称）七尾ジュニア検定実施事業 文化課　☎53-8437
③生活・介護支援サポーター
　養成事業

福祉課　高齢者福祉グループ
☎53-8463

④生涯現役推進事業 福祉課　高齢者福祉グループ
☎53-8463

⑤食をとおした「防災」市民普及事業 市民男女協働課　☎53-8633

■  事業の概要は、担当課に直接お問い合わせください。
　また、市ホームページでも掲載していますのでご覧ください。
■  応募の要件は、市内に活動拠点を置く 5人以上のグループで、会則などに
より適正な会計処理が行われている団体です。
■  企画提案が採択された場合、補助対象経費の10/10（但し上限は30万円）
を補助します。
■  募集要項と申請書の様式は、市民男女協働課にあります。また、市ホーム
ページからもダウンロードできます。
■申込期限　 6 月20日㈮必着
■申請書の提出先　七尾市役所の各担当課
問 市民男女協働課　☎53-8633

地域密着型サービス拠点
設置運営希望者募集
　「新七尾市あったかプラン21」に
基づき、地域に密着した介護サー
ビス基盤の整備を進めています。
平成26年度に施設整備を行う地域
密着型サービス拠点の設置運営希
望者を募集します。
■整備地区
　袖ケ江・矢田郷地区
■整備予定施設
　小規模多機能型居宅介護施設
　１カ所
■申込期限　 6 月20日㈮
■応募資格　法人
※詳細はお問い合わせください。
※  市ホームページでもご覧いただ
けます。

問 保険課　☎53-8451

手話奉仕員養成講座
（入門課程）
　あいさつや自己紹介など初歩的
な手話から学び、聴覚障害への理
解を深めてみませんか。
■日時　 6 月27日㈮～
　　　　12月19日㈮
　　　　（毎週金曜日　全23回）
　　　　19：00 ～ 21：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　20人
■費用　テキスト代　 3 ,240円
　　　　ろうあ石川　 2 ,000円
■申込期限　 6 月20日㈮
問 七尾市社会福祉協議会
　 ☎52-2099

イベント情報

のとマリンフェスタ
　能登の海をもっと楽しもう！
　ファミリー、カップルや友達同
士、いつも海で遊んでいる人もそ
うでない人も、初夏の海辺を満喫
できるイベントです。
　能登の里海の素晴らしさを体感
しに来てください！
■日時　 6 月21日㈯
　　　　10：00 ～ 16：00
　　　　 6月22日㈰
　　　　9：00 ～ 15：00
■場所　小牧艇留場（中島町小牧）
■イベント内容
　  体験乗船（プレジャーボート、カ
ヤック、ディンギー、水上オート
バイ、ヨットなど）
　  海や船に関する相談（免許取得、
船舶の購入・管理、海の安全に
ついて）
　  マーケット（飲食や物販の出店）
野外ライブ（バンド演奏、紙芝居
など）

問 のとマリンフェスタ実行委員会
　 ☎090-4682-4622　向　　　
　 ☎090-3291-7790　黒瀬
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