
12広報ななお

市 の 人 口

納税のお知らせ

愛 の 献 血

平成 23年７月 31日現在

世　帯　21,887 世帯（　 10）
人　口　58,356 人　  （△ 23）
　男　　27,707 人　  （　  ３）
　女　　30,649 人　  （△ 26）
年齢別人口
　 0  ～ 20 歳　10,054 人
　21 ～ 64 歳　31,395 人
　65 歳～　　　16,907 人
転　入　 67人　転　出　71人
出　生　  38 人    死　亡　58 人
婚　姻　　23件

先月比較（△＝減）

国民健康保険税（３期）
納期限：９月 30日（金）

９月９日（金）
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『税情報ななお』

今月はお休みです。

石川県赤十字血液センター 検索

募　集

第２回米粉を使った料理教室
JICA ボランティア募集

  おとなに見せたい、子どもに伝
えたい「たから」の写真を募集して
います。
  大切な人、思い出の場所などあ
なたが自慢できるワンシーンを
撮ってみませんか。
■募集期限　９月30日（金）
■応募資格　個人・グループ
■応募数　　３点まで
■応募方法　
①現物写真（２L版以上）を郵送
　または持参
②CD-Rなどに写真データを保
　存して郵送または持参
③写真データをメールで送付     
　（４MB以内）
※必要事項を記載して、ご応募   
　ください。（タイトル、エピソ
　ード、撮影場所、撮影日、住所 
　氏名、年齢、電話番号、学校名）
※募集チラシをご覧ください。

■審査結果　11月上旬に写真展        
    示会を開催し入選作品を発表
       　〒926-8611
七尾市袖ケ江町イ部25番地
「七尾市に輝きを創る会」事務局
        （産業振興課内）☎53－8565
           sangyou-s@city.nanao.lg.jp

“あなたの宝”を撮ろう！
 　　　　       ～写真大募集!! ～

  米の消費拡大を目的に誰でも簡
単に作れる米粉を利用した料理教
室に参加しませんか？
■日時　９月13日（火）
                        ９：00～ 12：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　20人（先着順）
■講師　久保　いえみ氏
■参加費　500円
■持ち物　エプロン、ふきん、
                  エコバッグ
                   （パン持ち帰り用）
       　農林水産課
                                 ☎53－8422

　　　　　　　　　　　市営住宅入居者および
　　　　補欠者募集【随時募集】
定住促進住宅入居者募集
　市営住宅
・古府住宅13,300円～25,500円
　　　　　　　　　　　　　１戸
・後畠住宅14,900円～23,500円
　（シルバー）　　　　　　１戸
・馬場住宅16,200円～38,600円
　　　　　　　　　　　　　１戸
・代本住宅（特公賃）61,000円
　　　　　　　　　　　　　１戸

　定住促進住宅
・七尾定住促進住宅　 35,000円
　　（石崎町香島）
・田鶴浜定住促進住宅 14,000円
　　（舟尾町）　　　
・中島定住促進住宅　 30,000円
　　（中島町浜田）　　
・能登島定住促進住宅 30,000円
　　（能登島向田町）

　市営住宅・定住促進住宅の
　その他のお知らせ
※市営住宅の家賃は所得に応じて
　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
※申し込み資格有
　お問い合わせください。
■申込期限　９月20日（火）
       　都市建築課　☎53－8429

  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。あなたも、海外ボランティア
への扉をたたいてみませんか！？
  募集期間中、『体験談＆説明会』
を実施します。予約・参加費は不
要です。興味のある人なら、どな
たでもお越し下さい！高校生、大
学生も大歓迎です！
■募集期限
 　10月1日（土）～ 11月7日（月）
詳しくは
           JICA北陸　
                    ☎076－233－5931

JICA 北陸 検索
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 行財政改革推進委員会の委員募集

 桜の苗木を配布します
　桜の名所づくり推進事業を利用
して、あなたの地域でも桜を植樹
しませんか。
■対象　市民、事業者、町会、
　各種団体など
■植樹場所　全域を対象とします
　が、能登和倉万葉の里マラソン
　コースから肉眼で見える範囲を
　優先します。
■条件　土地所有者の了解。植樹
　の管理者が決定していること。
■申込期限　９月28日（水）
■配付予定　11月～３月上旬
     　七尾に桜を咲かせる会　　
　　　　（市民男女協働課内）
　　　　　　　　　☎53－8633

 ガラス器作り参加者募集
　ガラスを吹いて！曲げて！くっ
つけて！あなただけのガラス器を
作ってみましょう。
■日時　10月１日（土）・22日（土）
　　　　　　　10：00～12：00
■参加費　基本体験料　3,150円
■対象 　20歳以上（定員各10人）
■申込期限　各日１週間前まで
       　能登島ガラス美術館
　　　　　　　　　☎84－1175

 要約筆記入門講座受講者募集
　聞こえない、聞こえにくい人に
話の内容をまとめ、その場で文字
にして伝えることを「要約筆記」と
いいます。人生の半ばで聞こえ
にくくなった人に、特に有効なコ
ミュニケーション手段です。初歩
から学びますので、お気軽にご参
加ください。
　なお、今回はパソコン要約筆記
（パソコンで文字を入力して伝え
る）にも挑戦できます。
■日時　９月24日（土）～
　　　　　　　12月10日（土）
　　　　（土曜日開催　全12回）
　　　　　　９：30～ 11：30
■会場　　ワークパル七尾
■受講料　無料（テキスト代自己負担）
        　福祉課　☎53－8464  　
　　　　　　  FAX 53－5990

「まいげん能登鍋」開催!!
　～能登鍋提供店舗を募集！～
   食産業振興と観光交流の活性化
を目的とした新ご当地グルメ「能
登鍋」の提供店舗を募集中です。
　提供店舗になることで、専用
マップ、ポスター、ウェブサイ
ト、イベントなどを通じてお店の
PRができます。一緒に能登鍋で
七尾を盛り上
げて、お店の
売上アップに
つなげません
か？
■提供期間　
　11月１日（火）～
                               ３月31日（土）
■「まいげん能登鍋」参加条件　
①能登鍋の条件を満たす鍋を上
   記期間中メニュー化すること
②固定会費5000円と売上に応じ         
    た変動会費を鍋プロ部に納付

■申込期限　９月11日（日）

           鍋プロ部事務局
                                 ☎54－8866

　行財政改革の推進について、市
民の皆さんのご意見を反映させる
ため、七尾市行財政改革推進委員
会の委員を募集します。
※会議は年1回程度開催（平日）
■応募方法　
   次の項目を記載し、メールまた
は郵送で提出してください。
   氏名（ふりがな）、性別、生年
月日、住所、電話番号、職業、応
募する動機（400字程度にまとめ
たもの）
※詳細および様式は七尾市ホーム
　ページをご覧ください。様式は
　任意のものでも構いません。
■募集人員　３人程度
■任期　２年間
■募集期限　９月26日(月)必着
       　〒926-8611
　 　 七尾市袖ケ江町イ部25番地
　　　秘書人事課　☎53－1110
E-mail  hisho@city.nanao.lg.jp 

能登鍋 検索

イベントイベントイベント
 第 70 回七尾城まつりの開催
『日本100名城』『美しい日本の
歴史的風土準100選』に選ばれた
七尾城址、懐古館とその周辺を舞
台に、多彩なイベントが目白押
し！スタッフもお客さんもキラキ
ラ輝く大好きな七尾城まつり。秋
の一日を七尾城で一緒に過ごしま
せんか。
■日時　前夜祭　９月17日（土）
　　　　　　　　18：30～
　　　　本　祭　９月18日（日）
　　　　　　　　10：00～
■場所　七尾城址本丸跡、本丸駐
　　　　車場、懐古館周辺など
   　矢田郷公民館　☎52－5240

平成23年度石川県障害者
 　　ふれあいフェスティバル
■日時　９月25日（日）
　　　　　　10：00～16：00
■場所　石川県産業展示館４号館
■内容　
　•ふれあいステージ
　　「白井貴子」ミニライブ、
　　吹奏楽演奏、ダンスなど
　•「ふれあい」をテーマとした
　　作品展示
　•障害に関する体験コーナー
　•スポーツ・ゲームコーナー
　•販売コーナー
　•福祉相談　など
■入場料　無料　
    　石川県障害者ふれあい
　　フェスティバル実行委員会
　　　　　☎076－225－1428

 お魚さばき方教室開催
　七尾で朝獲れしたおいしい魚
を使って、お魚のさばき方や漁
師さんならではのおいしい食べ
方を、漁師さんから習ってみま
せんか。
　地域や学校の
グループ20人程
度を対象として
います。
    　農林水産課　☎53－8422




