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市 の 人 口

納税のお知らせ

愛 の 献 血

平成 22年 10月 31日現在

世   帯　21,948 世帯  （△６）
人   口　59,076 人  　（△ 21）
   男　　28,016 人  　（△ 16）
   女　　31,060 人　  （△５）
年齢別人口
　 0  ～ 20 歳　10,374 人
　21～ 64歳　31,724 人
　65歳～　　   16,978 人
転   入　75人　転   出　86人
出   生　43人　死   亡　55人
婚   姻　22件

先月比較（△＝減）

固定資産税・都市計画税（３期）　
納期限：12月 28日（火）
国民健康保険税（６期）
納期限：12月 28日（火）

●12月６日（月）
北陸電力㈱七尾支社 ９：30～ 12：00
大田火力発電所　　13：30～ 16：00
● 12月 17日（金）
七尾市役所　　　    ９：30～ 12：00
                　　　　 13：00～ 16：00

献血について詳しい情報は

今月の『税務通信』

今月はお休みです。

募  集

検索石川県赤十字血液センター

　健康増進センター「アスロン」
の指定管理者を募集しています。
詳しい内容は、お問い合わせくだ
さい。
■施設名
  健康増進センター「アスロン」
■指定管理期間
　平成23年4月1日～
            平成28年3月31日
  　健康推進課　?53-3623

　起業も雇用創出につながると考
え、起業塾を通して「夢をかなえる
ため」の必要な知識を学びます。
■日時　１月８日・22日・29日
  ２月５日・26日・３月５日
（すべて土曜日）13：30 ～ 16：30
■場所　七尾市役所
■テーマ　「のと・七尾だから
               できるプチ起業」
■対象者　再就職模索中・失業者
チャレンジしたい方・起業準備
中、起業後、間もない方（３年未満）
■定  員　15人（先着順）
■受講料　5,000円
■締切日　12月20日（月）
      七尾商工会議所 ?54-8888

 アスロン指定管理者募集

 起業家育成事業
　　　　プチ起業塾　塾生募集！

■募集住宅　古府住宅　空家１戸
■家賃　13,300円～ 25,600円
　　　　（所得に応じて）
※入居時に家賃３カ月分の敷金
■募集締切　12月17日（金）
            ８：30 ～ 17：15
■申込資格　詳しくは、お問い合  
            わせくだい。
    　都市建築課　?53-8429

 市営住宅入居者および
         補欠者募集【随時募集】

写真を通して、郷土の歴史や文
化を今の世代に伝えることや、昔、
輝いていたもの、商店街の賑わい
などを認識し、未来を輝かせるヒ
ントを見つけることが目的です。
　七尾市内にある昔の建物や商店
街などの写真を公募します。２月
中旬に開催する「写真展」に展示す
る予定です。
■提出先　七尾市役所産業振興課
　　　　　（郵送可能）
■提出締切　１月11日（火）
※写真と一緒にその当時の年代と
　場所を記載してください。

  　七尾市に輝きを創る会事務局
　     （産業振興課）　?53-8565

 「七尾の昭和写真展」（仮称）を
         皆さんで創りませんか

■旅行日時　1月７日（金）～ 1月９日（日）
■旅行代金　43,000円～（大人小人同額）
■宿 泊 先　東京ドームホテル（２人１室）
■申込締切　12月15日（水）
※市助成制度・同盟会助成制度が利用できます。
 １月７日（金）
 能登空港10:40集合　11:45発　→　羽田　→　東京ドームホテル
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チェックイン14時～
 ※オプショナル（はとバス・観劇・ディズニーなど）の相談ＯＫ
 １月８日（土）
 ホテル　→　ふるさと祭り東京（東京ドーム）　→　ホテル
 ※全国ご当地丼ぶり選手権　※能登丼・飯田燈籠山祭参加
 １月９日（日）
 フリー行動　→　羽田空港13:45集合　15:00発　→　能登空港16:00着
  　能登空港利用促進同盟会 ?0768-82-2366

  能登空港利用促進旅行企画 
              「日本のまつり・故郷の味　満喫３日間」
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 アマ・プロ・太鼓・楽器・よさ
こい・ダンスなど特に決まりはあ
りません。マラソンコースにおい
て参加選手を
心から応援し
ていただける
団体を募集し
ています。
■日時　３月13日（日）
■時間　10:00 ～ 17:00
※詳細は後日協議します。
      スポーツ振興課?53-8436

 能登和倉万葉の里
       マラソン2011応援団募集

 郵便振替の申し込み締切が迫っ
てきています。参加される方は、
お早めにお申し込みください。
・郵便振替　12月24日（金）
・インターネット１月10日（月）
  　スポーツ振興課  ?53-8436

 能登和倉万葉の里マラソン
       2011申し込み締切迫る！

 地域防災の中核的存在である消
防団は、団員数が年々減少してき
ており、このままでは地域の防災
体制に支障をもたらすことになる
と心配されています。
　このような状況で消防団の活性
化を図るには、事業所の消防団へ
の協力が、事業所の社会貢献とし
て幅広く必要となります。
　これにより、事業所の信頼性が
向上するとともに、事業所の協力
により地域防災体制の一層の充実
が図られます。
　消防団協力事業所に認定された
事業所には、「消防団協力事業所表
示証」が交付され、事業所は取得し
た表示証を社屋に掲示したり、表
示証のマークを自社ホームペー
ジに掲載したりなど、広く公表す
ることができ、事業所のイメージ
アップにつながります。
 ぜひ、消防団協力事業所として登
録しませんか。
    　消防本部庶務課?53-1015

 消防団協力事業所表示制度
                  のお知らせ

　働きながら学んで大学を卒業し
たい、学びを楽しみたいなど、さま
ざまな職業の方が幅広い分野を、
１科目から学べる通信制大学です。
■募集締切　２月28日(月)
 放送大学説明会のお知らせ
　初めて入学される方には、下記
のとおり説明会を開催します。
■日時
  12月25日（土）　12月26日（日）
  １月15日（土）　１月16日（日）
  ２月５日（土）　２月６日（日）
  ２月19日（土）　２月20日（日）
■時間　10：30 ～ 12：00
■場所　石川学習センター　
※詳しい内容については、お問い
  合わせください。
  　放送大学石川学習センター
               ?076-246-4029

 放送大学４月入学生を募集

イベント

　七尾市各種女性連絡協議会加入
10団体によるフリーマーケットを
開催。お買い得品がありますので、
お楽しみに！売上の一部は福祉施
設へ寄付します。
■日時　12月12日（日）10：00 ～
■場所　フォーラム七尾
　　　　　　　　　多目的ホール
  　男女共同参画室  ?52-5222

 あい愛バザール開催

お知らせ

12月２日（木）10時～　提案説明
12月８日（水）10時～　一般質問
12月９日（木）10時～　一般質問
12月10日（金）10時～　予備日
12月16日（木）14時～　採決など
※議会会議録は、市内各図書館や
  市のＨＰで閲覧可能です。
　【議会を傍聴しませんか？！】
 傍聴席に入る前に住所・氏名を
記入するだけで、どなたでも傍聴
できます。【団体傍聴は事前申込】
  　議会事務局　?53-8433

 七尾市議会の日程

 製造業を営む事業所を対象に、統
計調査を実施いたします。調査の
基準日は12月31日です。本年12月
から来年1月にかけて調査員がお
伺いしますので、調査にご協力を
お願いします。
  　企画課  ?53-1117

　WHO（世界保健機構）は12月1日
を「世界エイズデー」と定め、世界
中でエイズの正しい知識の普及や
患者や感染者への差別や偏見が解
消することを目指した活動が行わ
れています。
　HIVやエイズは身近な問題であ
り決して他人事ではありません。
正しい知識を持ち、
また安心と早期発見
のため検査を受けま
しょう。HIV血液検
査は下記のとおり
行っています。
 能登中部保健福祉センター

【迅速検査】
■日時　毎週月曜日
          および12月５日（日）
               ９：00 ～ 11：30
※約１時間で結果をお伝えできま
  す。

【通常検査】
■日時　第２・４月曜日
               13：00 ～ 17：15
※約10日後に結果をお伝えできま  
  す。
 羽咋地域センター
【通常検査】
■日時　第２・４月曜日
　　　　　　  ９：00 ～ 17：15
※約10日後に結果をお伝えできま  
  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

 「工業統計調査」にご協力を！

 12月１日「世界エイズデー」
　             とHIV血液検査




