募

集

みんなで祝おう！盛り上げよう！ 20歳の成人式！
平成23年成人式日程
■日時 平成23年１月9日
（日）10：30開式
■場所 七尾サンライフプラザ大ホール
■対象者 平成２年４月２日～平成３年
４月１日の間に生まれた方
※詳しいことは成人式が近づきましたらお
平成22年実行委員会メンバー
知らせします。
※住民登録が無くても七尾市成人式に参加できます。ご連絡下さい。

感謝の気持ちを伝えたい「ありがとう・おめでとう」
の手紙募集

市 の 人

普段言えない感謝の想い、
新成人から親・家族に
「ありがとう」を
親・家族から新成人に
「おめでとう」を
この機会に伝えたい。お手紙、
お待ちしております。
■応募資格 平成23年に成人式を迎える
新成人者とその家族
■応募方法
自由作文で、字数は400字程度。住所・氏名・年齢・連絡先を記入のうえ、
郵送、
ＦＡＸ、
メールでお気軽に応募ください。
■応募締切 11月30日
（火）
当日消印有効
※応募いただいた作品の中から成人式の式典中で数点紹介させていただ
きます。
〒929-2104 七尾市垣吉町へ部24番地
七尾市教育委員会生涯学習課
（サンビーム日和ヶ丘内）
?68-6595 FAX68-2332 E-mail:syougai-g@city.nanao.lg.jp

「国民読書年」記念事業

自社を PR しませんか？！

ワークショップ
「絵本ってすごいんです」

ごみ収集カレンダー広告主募集！

絵本を使っていろいろな場所を
旅することができるんですよ！
絵本の旅を通して心を解放し、リ
ラックスして、ストレスを解消し
てみませんか。
■日時 11月６日
（土）
10：30 ～ 12：00
■場所 フォーラム七尾中ホール
■講師 増田梨花氏
（金沢工業大学教授）
（博士 臨床症心理学）
■定員 28人
（先着順。20歳以上の方が対
象ですが、同伴の子どもは可）
■受付開始 10月12日
（火）～
中央図書館 ?53-0583

ごみ収集カレンダー（Ａ２版）
は毎年４月に全世帯に無料配布さ
れ、各世帯においては家族の目に
つきやすいところに掲示されてい
ると思います。これは、宣伝効果
が期待できる有料広告であり、発
行部数は27,000部！
■広告枠規格
１枠 縦40㎜×横77㎜
■有効期限 平成23年４月１日～
平成24年３月31日
■掲載料金 100,000円（１枠）
■募集枠数 ５枠（先着順）
■募集締切 11月10日(水)
※申込書は七尾市ホームページか
らダウンロードできます。
環境安全課 ?53-8421

口

平成 22 年８月 31 日現在
先月比較（△＝減）
世 帯 21,953 世帯 （2）
人 口 59,161 人 （△ 9）
男
28,066 人 （△ 6）
女
31,095 人 （△ 3）
年齢別人口
0 〜 20 歳
10,413 人
21 〜 64 歳 31,751 人
65 歳〜
16,997 人
転 入 83 人 転 出 71 人
出 生 31 人 死 亡 53 人
婚 姻 19 件

納税のお知らせ
市・県民税（３期）
納期限：11 月１日（月）
国民健康保険税（４期）
納期限：11 月１日（月）

今月の『税務通信』
「税情報ななお

４号」回覧

愛 の 献

血

今月の献血はありません。

献血について詳しい情報は
石川県赤十字血液センター

広報ななお

検索
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能登野菜を満喫！

自衛官募集（中学生を対象）

市営住宅入居者募集

能登野菜宝探し大会とBBQ大会

申込期限は
平成23年１月７日（金）まで

市営住宅入居者および
補欠者募集【随時募集】

平成22年度陸上自衛隊高等工科
学校生徒（中学生を対象）を募集し
ます。
■受付期間
11月１日（月）～
平成23年１月７日（金）
■応募資格
中学校卒業
（見込みを含む）
。平
成23年４月１日現在、15歳以上17
歳未満の男子
自衛隊石川地方協力本部
七尾出張所 ?53-1691

■募集住宅
大津住宅 空家１戸
■家賃 18,500円～ 33,400円
※入居時に家賃３カ月分の敷金
■募集締切 10月15日（金）
■受付時間 ８：30 ～ 17：15
（土日祝を除く）
都市建築課 ?53-8429

能登野菜の普及活動の一環とし
て、親子を対象に能登野菜を使っ
た七尾の自然と食を満喫するイベ
ントを開催します。秋の親子の思
い出に参加しませんか？
■日時 10月24日
（日）
９：30 ～
■場所 のと蘭ノ国
■定員 20組40人
（先着順）
■参加費 2,000円
（1組２人）
■申込締切 10月18日
（月）
■内容 能登野菜宝探し大会
バーベキューなど
農林水産課 ?53-8422

今日はあなたがピアニスト

りんご料理を作ろう！

ピアノ大好きコンサート
出演者募集

新鮮りんごで親子クッキング！

スタンウェイピアノであなただ
けの音色を奏でませんか。コン
クールではありませんので、お気
軽に参加できます。
■日時 12月12日
（日）10：00 ～
■場所 七尾サンライフプラザ
大ホール
■参加費 １人 1,000円
■申込締切 11月14日
（日）
■持ち時間 ７分以内２曲まで
七尾市公共施設管理公社
?53-1160

■新鮮なりんごをもいで、そのり
んごを使った料理を親子で楽しみ
ませんか！
■日時 11月14日
（日）９：00 ～
■場所 能登島 野口りんご園
御祓公民館調理室
■参加資格 ひとり親家庭の親子
■参加費用 １家族500円
■募集締切 11月1日（月）
七尾市母子寡婦福祉協議会
?52-2099

定住促進住宅入居者募集
定住促進住宅
入居者募集【随時募集】

イベント
地域とともに生きるみのり園
第16回
「みのり園まつり」
開催
■日時
■場所

10月17日
（日）
９：30 ～ 14：00
社会就労センター
みのり園

■内容
■模擬店コーナー、日用品バザー、
福祉施設の商品販売など
社会就労センターみのり園
?53-7266
11
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■募集住宅
①七尾定住促進住宅 石崎町香島
②田鶴浜定住促進住宅
舟尾町
③中島定住促進住宅 中島町浜田
④能登島定住促進住宅
能登島向田町
■家賃 ①35,000円 ②14,000円
③30,000円 ④30,000円
※別途駐車料金の設定有
入居時に家賃３カ月分の敷金
■申込資格
詳しくは、お問い合わせください。
都市建築課 ?53-8429

沢野ごぼうを試食！
沢野ごぼう丼試食モニター募集！
沢野ごぼう祭（11月７日開催）に
て販売予定の沢野ごぼう丼を一足
早く試食してみませんか？
■日時 10月24日（日）11:00 ～
■場所 東湊公民館
■定員 30人（先着順）
■参加費 300円
※七尾市協働のまちづくり推進事
業により助成を受けています。
沢野ごぼう生産組合員
担当 森 ?53-3480

地域の課題解決取り組む！
集落支援員を募集
南大呑、
北大呑、崎山地区の地域
課題を掘り起こし、地域の方々と
ともに考え、解決に取り組んでい
く集落支援員を募集します。
■雇用期間 11月１日～
平成23年3月31日
■勤務体制 月15日勤務
（８時間労働）
■手当 月額89,400円
（保険・年金加入なし）
■勤務地 七尾市役所
■募集締切 10月20日（水）
■募集人数 １人
■応募要件 七尾市在住で、集落
支援に関心のある方または地域
事情に詳しい方
■内容 地域の振興支援活動など
市民男女協働課 ?53-8633

