
詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。

身近で危険な病気
乳がん予防講演会
　乳がんは女性の12人に 1人がか
かる病気です。予防法と検診を受
ける大切さを学びませんか。
■日時　 3 月 8 日㈬
　　　　14：00 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ　
　　　　 1階　検診ホール
■費用　無料　
■講師　恵寿総合病院乳腺外科
　　　　科長　医師　鎌田徹氏
■申込期限　 3 月 7 日㈫
問 健康推進課　☎53-3623

地域とボランティアとの交流会
～生きがいづくりと支え合い～
　地域の人や福祉関係者、ボラン
ティア団体との交流を通じてボラ
ンティアの輪を広げてみませんか。
■日時　 3 月 5 日㈰
　　　　13：30 ～ 15：30
■会場　七尾サンライフプラザ
　　　　 1階　中ホール
■対象　  ボランティアに興味がある人
■内容　
ボランティア活動紹介（発表、演
芸披露、展示物など）、交流 会
■定員　100人程度（先着順）
■費用　無料
問 七尾市社会福祉協議会
　 ☎52-2099

市営住宅入居者と補欠者を募集
■募集住宅（変更の可能性あり）
住宅 家賃
古府 1万3,300円～3万3,800円
中島 1万9,700円～4万9,000円
要貝 2万4,600円～4万8,200円
　応募者多数の場合は抽選です。
■家賃など
・  家賃は所得に応じて決定します。
・別途駐車料金が発生します。
・  入居時に家賃 3カ月分の敷金
が必要です。

■申込期限　 2 月17日㈮
問 都市建築課　☎53-8429

不用品活用銀行
■ゆずります
　新潮社世界文学全集（全40巻）、
　布おむつ（新生児用、約30枚）、木
　製ベッド、学習机（いす無し）
■ゆずってください
　大人用自転車 3台、田んぼ用長
　靴、学生服上着（石崎小学校男子
　 6年生）、「等伯」文字入りポロ
　シャツ白 3着、ぶらさがり健康
　器、双子用ベビーカー、チャイル
　ドシート（新生児用）、シルバー
　カー、七尾みなとまつり用ゆか
　た（女性用）、犬小屋（外・小型犬
　用）
※  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、環境課まで必ずご連
絡ください。

　・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
問 環境課　☎53-8421

人権と権利を考えてみませんか
　地域包括支援センターは「一人
一人が住み慣れた地域で尊厳を
持って、自分らしく暮らし続けて
いけること」を目指しています。　　
　私たちの生活を支える『人権と
権利』を皆さんと一緒に学び考え
る研修会です。
■テーマ　人権と権利について
　　　　　考える
■日時　 3 月 2 日㈭
　　　　13：30 ～ 14：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　 2階　視聴覚室
■講師　おくのと法律事務所　
　　　　弁護士　中上勇輔氏
■費用　無料
問 七尾市地域包括支援センター　
　 ☎53-5789

のと里山空港を利用する人へ
4月1日申請分から
地域商品券の交付手続きに
必要な書類が変わります
　申請にはご搭乗案内を添付して
ください。紛失した場合は、イン
ターネットや空港のANAカウン
ターで発行できる搭乗証明書を添
付してください。
　 4月 1日以降、搭乗券は添付で
きなくなります。ただし、平成28
年11月30日以前に搭乗した分に限
り搭乗券を添付できます。
■ご搭乗案内（添付可）
（飛行機搭乗直前に発行）

■搭乗証明書（添付可）

■搭乗券（添付不可）

問 観光交流課　☎53-8424

第8回七尾検定2016の結果
　昨年11月19日㈯に開催した七尾
検定2016の結果です。合格者の皆
さん、おめでとうございます。

上級 中級 初級
受験者 21人 39人 770人
合格者 12人 18人 171人
平均点 76. 1 点 69. 3 点 44. 2 点
最高点 90点 91点 92点
問 文化課　☎53-8437
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平成28年12月31日現在
先月比較 ※  外国人含む
世　帯 22,139世帯（　△14）
人　口 54,550人（　△92）
　男　 25,783人（　△48）
　女　 28,767人（　△44）
年齢別人口
0 ～20歳 8,803人
21～64歳 26,763人
65歳～ 18,984人
転入 53人 転出 89人
出生 12人 死亡 69人
婚姻 18件 その他  1 人

市の人口

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㈫

納税のお知らせ

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

ミスター五郎島金時による
農業経営講座
　サツマイモを生産しながら加工
品を販売し業績を上げている社長
が、経営状況を数字で把握する持
続可能な営農をお話しします。
■対象　市内農業者ならどなたでも
■日時　 3 月 1 日㈬14：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　 2階　視聴覚室
■講師　㈲かわに代表取締役
　　　　河二敏雄氏
■費用　無料
■申込期限　 2 月22日㈬
※  申込書は農林課、田鶴浜・中島・
能登島行政サービスコーナーに
あります。市ホームページから
もダウンロードできます。

問 農林課　☎53-8422

上下水道事業審議会の
委員募集
　生活に密接した上下水道施設の
適切な運営を考える委員を募集し
ます。
■応募資格　
20歳以上で、上下水道事業に関
心のある市民

■募集人数　 2 人
■任期　 3 月 2 日から 2年間
■応募期間　
　 2月 6日㈪～ 2月17日㈮
■応募方法
　上下水道をテーマに400字以内
　の作文を提出してください。
問 上下水道課　☎53-8002

新入学準備費の申請は
お済みですか
～就学援助費支給制度～
　経済的な理由で市内の小中学校
への入学準備にお困りの保護者に
新入学準備費を支給します。
■対象（すべてに該当する保護者）
①市内に住所がある人
②  平成29年 4 月に七尾市立の小
中学校へ入学予定の子どもが
いる人

③経済的理由で就学が困難な人
■支給額
小学校入学予定　15,000円
中学校入学予定　20,000円

■申込方法　
学校教育課（本庁 5階）へ申請書
を提出してください。
（申請書は市ホームページから
ダウンロードできます。）

■申込期限　 3 月31日㈮
問 学校教育課　☎53-8435

水道メーター検針員募集
　未経験者歓迎です。研修がある
ので初めての人も安心です。
■期間　平成29年 4 月から
■仕事
　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　市内
■募集人数　若干人
■給与　完全出来高制
　　　　（件数による）
問 上下水道料金お客さまセンター
　 ☎53-8431
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