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市 の 人 口

納税のお知らせ

愛 の 献 血

平成 22年７月 31日現在

世   帯　21,953 世帯（2）
人   口　59,170 人　（△ 51）
   男　　28,072 人　（△ 22）
   女　　31,098 人　（△ 29）
年齢別人口
　0～ 20歳　  10,419 人
　21～ 64歳　31,749 人
　65歳～　　  17,002 人
転   入　82人　転   出　118人
出   生　39人　死   亡　54人
婚   姻　 9 件

先月比較（△＝減）

国民健康保険税（３期）
納期限：９月 30日（木）

９月８日（水）
恵寿総合病院
10：00～ 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

開発途上国であなたの技術や知識などを発揮しませんか？！

ＪＩＣＡボランティア平成22年度秋募集・「体験談＆説明会」開催

検索石川県赤十字血液センター

 山の寺を深く知ろう！

七尾「山の寺学」参加者募集

　第７回山の寺学
■日時　10月９日（土）14：00 ～
■場所　日蓮宗法性山「妙圀寺」
■特別講演「雨乞い絵馬と災異史」
■講師　戸澗幹夫 氏
　　　  （県歴博物館学芸主幹）
■住職講演　「開運様と妙圀寺」
■講師　鈴木和憲 師
　第８回山の寺学
■日時　10月23日（土）14：00 ～
■場所　曹洞宗天満山「徳翁寺」
■特別講演「長家と禅宗について」
■特別講演　東四柳史明 先生
　（金沢学院大学美術文化部教授）
■住職講演　「徳翁寺由緒」　　　
■講師　五島弘一 師
■参加費　500円/1箇寺　
※寺学監修　木越祐馨氏
　（七尾市文化財審議委員）
    　西湊公民館  ?52－2623

 息を合わせて漕いでみませんか

　中学生以上の男女ならどなたで
も参加できます。会社や学校、サー
クルなどで
ぜひこの機
会にご参加
く だ さ い。
　
■日時　９月26日（日）
　　        ９：00 ～ 17：00
              （荒天時中止）
■場所　七尾マリンパーク周辺
■締切　９月13日（月）
         （先着32チーム）
■参加費　１チーム　１万円
           （飲物、保険料込み）
          ※中学生の部は無料
  　全国ドラゴンボート
        七尾大会実行委員会
     （観光交流課内）?53-8424

第３回全国ドラゴンボート
      七尾大会参加チーム募集!!

　今、開発途上国ではさまざまな分野において、わたしたちの技術・知
識・経験が必要とされています。海外ボランティアへの扉をたたいて
みませんか？！
■募集期間　10月１日（金）～ 11月８日（月）
■職種　農林水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛生、教育文化、社会
　　　　福祉、観光・商業、スポーツなど多種

 体験談＆説明会
■青年海外協力隊＆日系社会青年ボランティア（20歳～ 39歳対象）

①９月26日（日）14：00 ～　近江町交流プラザまなびぃ広場集会室
②10月16日（土）14：00 ～　石川県立生涯学習センター　35号室
③10月19日（火）18：30 ～　金沢勤労者プラザ　101研修室

■シニア海外ボランティア＆日系社会シニアボランティア（40歳～ 69歳対象）

①９月26日（日）10：30 ～　近江町交流プラザまなびぃ広場集会室
②10月16日（土）10：30 ～　石川県立生涯学習センター　35号室

■その他　予約・参加費は不要です。

   　ＪＩＣＡ北陸・ボランティア担当　?076-233-5931
　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ：www.jica.go.jp
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 バレーボールでリフレッシュ

 七尾をもっと知ろう！

 福祉の職場体験

 子どもたち、集まれ！！ 市営住宅入居者募集

 手話でコミュニケーション

 ナイスショット！

 七尾まだらの保存伝承！

市民バレーボールの集い秋季大会

七尾検定2010（第２回）開催

「福祉のしごと職場体験事業」
　　　　　　　　　　体験者募集

子ども農山漁村交流プロジェクト
　　　　小学生対象・参加者募集

市営住宅入居者および補欠者募集
　　　　　　　　　　【随時募集】

手話奉仕員養成講座（入門課程）

七尾市民親睦ゴルフ大会開催

七尾まだら保存伝承師審査会
　　　　　　　　　　のお知らせ

■日時　10月11日（月）９：00 ～
■場所　七尾城山体育館
■参加費　1チーム　5,000円
■申込締切　10月4日（月）必着
■抽選　10月７日（木）19：30 ～
　　　　矢田郷公民館和室
   　 七尾市バレーボール協会
事務局：岡島　?080-3043-4060

■日時　11月28日（日）10:00 ～
■場所　七尾市役所
■検定内容
　一般　90分･100問
　ジュニア（小中学生）45分･50問 
■検定料　無料
■申込締切　11月５日（金）
■申込方法　
  往復はがきで「七尾検定（一般も
しくはジュニア）申し込み」と明記
し、郵便番号、住所、氏名、電話番号
をご記入の上、郵送もしくはご持
参ください。　　　　　　　　
  　七尾検定実行委員会事務局　
　　　　（文化財課内）?53-8437

　福祉・介護の仕事に関心がある
方に職場を体験する機会を提供
し、業務内容や自分の適性など、福
祉・介護の仕事に対する理解を深
めてもらうための事業です。
■場所　県内の福祉施設
■体験期間　
　２月28日までの期間で、体験者
１人あたり最大で10日間
■募集期間　随時受付
■費用　無料
　（交通費や昼食代は参加者負担）
    　石川県福祉人材センター
　　　　　　　　?076-234-1151

 ①さざ波・迫力の大定置網漁と
秋の里山体験（川遊び・稲刈り）

■日時　９月19日（日）３：30 ～
■場所　さざ波漁港・南大呑地区
■定員　親子10組20人（先着順）
■費用　3,500円（大人小人同額、
　　　　朝昼食・乗船代金込み)
②西岸いなか体験（全2回）
自分で刈りとった稲でわらぞうり
を作ろう！

■日時①10月２日（土） ９：30 ～
　　　②10月23日（土）10：15 ～
■場所　西岸駅集合
■内容①稲刈り・はざがけ・温泉
　　　　入浴
　　　②かき養殖の学習・わらぞ
　　　　うり作り
■定員　各30人（先着順）
■費用①1,100円　②900円
※連続参加はお米プレゼント！
  　能登島観光対策室?84－1113

■募集住宅
①後畠住宅（シルバー）空家１戸
②古府住宅　空家1戸
■募集締切　９月17日（金）
■受付時間 ８：30 ～ 17：15
■家賃
後畠住宅　14,900円～ 23,600円
古府住宅　13,300円～ 25,600円
※申込資格の詳細については、お
  問い合わせください。
    　都市建築課　?53-8429

■日時　10月１日（金）
          ～２月25日（金）
　　　   （金曜日開催　全18回）
　　　　　19：00 ～ 21：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■対象　七尾市在住の方で、手話   
        に関心のある方
■定員　20人（先着順）
■教材費　3,200円
    　七尾市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　?52-2099

■日時　９月23日（木、祝）
　　　　８：00スタート
■場所　能登島ゴルフ＆
　　　　　　　カントリークラブ
■募集人員　100人（先着順）
■参加資格　七尾市在住または七
　　　　　　尾市内にお勤めの方
■参加費　4,000円
■プレー代　7,500円
　　　　　　（ビジターセルフ）
■締切　９月13日（月）
    　七尾市ゴルフ協会
　　　（エビアンゴルフ倶楽部内）
　　　　　　　　　　?57-3636

　石川県指定無形文化財（民俗芸
能）七尾まだらの保存伝承を目的
に唄、踊り、尺八、三味線の４部門
における習熟度を審査します。
■日時　10月31日（日）13：00 ～
■場所　ワークパル七尾
■審査料　1,000円
          （団体・個人一律）
■申込方法　
  官製はがきで、審査部門・住所・
氏名・性別・年齢をご記入の上、
お申し込みください。
■締切　10月４日（月）必着

〒926-0032
七尾市南ヶ丘町48－14
七尾まだら保存伝承師
      認定委員会　事務局
　　　　川村久之　宛?53-3231




