
14広報ななお

市 の 人 口

納税のお知らせ

愛 の 献 血

平成 23 年 8 月 31 日現在

世　帯　21,886 世帯（△ 1）
人　口　58,345 人　  （△ 11）
　男　　27,700 人　  （△ 7）
　女　　30,645 人　  （△ 4）
年齢別人口
　 0  ～ 20 歳　10,051 人
　21 ～ 64 歳　31,383 人
　65 歳～　　　16,911 人
転　入　 89 人　転　出　83 人
出　生　  37 人    死　亡　54 人
婚　姻　　22 件

先月比較（△＝減）

市・県民税　　  （３期）
国民健康保険税（４期）
納期限：10 月 31 日（月）

今月の献血はありません。

献血について詳しい情報は

今月の『税情報ななお』

「税情報ななお　４号」回覧
～固定資産税についてＱ＆Ａ～

石川県赤十字血液センター 検索

募　集

七尾市美術展覧会作品募集

自然環境観察会

  ごみ収集カレンダーは年度初め
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。つまり、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　　
    縦40㎜×77㎜( １枠)
●掲載料金　100,000円（１枠）
●募集枠数　５枠（先着順）
●募集期限　11月10日（木）まで
※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

平成24年度用ごみ収集カレンダー
　　　　　　の広告主を募集！

夢に向かって農業にチャレンジ！
                      就農体験受講者募集

　　　　　　　　　　　里山里海に親しむ　
 　　　　いなか体験・ななお
『第２弾　沢野地区』

■日時　10月17日（月）～
　　　　　　　　　　28日（金）
　　　　　　　8：00～ 12：00
　（土曜、日曜を除く。小雨決行）
■場所　能登島スギヨファーム
　　　　　　　　　（能登島閨町）
■集合場所　㈱スギヨ本社
　　　　　　府中町員外27-1
■移動方法　現地までの送迎は、
　　　　　主催者で手配します。
■講師　スギヨファーム担当者
■内容　農業の知識、収穫実習
　　　　野菜加工、店への配送
■受講料　無料
■対象　求職者、農業に興味のあ
　　　　る人
■定員　３人（先着順）
■申込期限　10月11日（火）
■持ち物　長靴、カッパ、帽子
　　　　　タオル、作業しやすい
　　　　　服装
■その他　１回でも参加可能

　
七尾市地域雇用創出協議会
　（産業振興課内）　☎57－5752

　沢野ごぼうの収穫とごぼう料理、
炭焼き体験を１泊２日で行います。
■日時　10月15日（土）
 　　　　　　　　～ 16日（日）　
　　　13：00　谷川古民家集合
■場所　沢野町のごぼう畑
　　　　　　　　および湯川地区
■対象　小学生・中学生と
　　　　　　　　　　その保護者
■定員　10組20人（先着順）
■宿泊　沢野地区で民泊（分宿）
■参加費　1組（保護者）
 　　　　　10,000円（1泊3食込）
■申込締切　10月11日（火）
　　　七尾市子ども農山漁村交流
　　　プロジェクト受入協議会
　（観光交流課内）　☎53－8436

　一般の部
■部門　日本画、洋画、彫刻、工芸、
　　　　書、写真　
■申込締切　10月20日（木）
　ジュニアの部
■部門　絵画、習字
■申込締切　10月23日（日）
※詳細は、お問い合わせください。
　七尾市美術展覧会
■日時　11月３日（木）
　　　　　　　～ 11月６日（日）
■場所　七尾美術館
問　七尾美術作家協会☎52－6583

　七尾城跡にはさまざまな植物が
生息しています。先人の生活と関
係が深い植物などもあります。
　今回は、そのような歴史的な面
にも触れながら、植物を中心とし
た自然環境観察会を開催します。
■日時　11月５日（土）
　　　　　　９：00～ 12：00
■場所　七尾城跡
■参加費　無料
■定員　20人程度
■申込締切　10月31日（月）
　　　環境安全課☎53－8421

七尾地域雇用 検索
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イベントイベントイベント 『僕と中国の歌を歌おう♪』
 　　☆歌で触れ合う中国語☆
　中国で親しまれている歌を歌い
ながら中国語を覚えよう！
語学力UP！！楽しさ倍増！！！
■日時　10月21日（金）～
　　　　　　　　11月18日（金）
　　　　　 毎週金曜日（全５回）
　　　　　　14：00～ 15：00
■場所　矢田郷公民館２階ホール
■申込締切　10月20日（木）
■講師　リュウ・エンチ　
　　　　　（七尾市国際交流員）
■費用　無料
　市民男女協働課☎53－8633

七尾鹿島広域圏職員募集！

『里山収穫イベント』参加者募集

　平成24年度の職員の欠員補充
などに対応するため、職員を追加
募集しています。
　病院企業職員
　薬剤師４人
　作業療法士（精神センター）１人
　視能訓練士１人
■募集期限　11月15日（火）
■試験日　11月26日（土）　
■受験資格　
　受験資格などの詳細はお問い合
わせください。
　　　公立能登総合病院
　　　　　総務課　☎52－8749

  松茸山研究会の皆さんとキノコ
を取ったり、食べたりしながら能
登島の里山を体感しませんか？
■日時　10月20日（木）
                      10：00 ～ 14：00
■場所　能登島生涯学習
                   総合センター（集合）
■講師　赤石大輔　氏
■内容　キノコ観察勉強会
　　　　キノコ料理の昼食会
■定員　30人程度（先着順）
■参加費　無料
■申込期限　10月14日（金）
※汚れてもよい服装・長靴で参加
　してください。
　　　能登島松茸山再生研究会
      （農林水産課内）  ☎53－8422

　　　　　　　　市民のねがい－七尾市民憲章－
                                制定５周年記念
ふるさと七尾をもっと知ろう講
座『赤蔵山の史跡を訪ねよう』
　紅葉に彩られた赤蔵山の史跡を
散策し、ふるさとについて学びま
せんか？　　

■日時　11月13日（日）
　　　　10：00～ 12：00
　　　　９：50（集合）
■集合場所　赤倉神社鳥居横
　　　（天神山親水公園駐車場）
■内容
　・赤倉神社周辺の史跡散策
　・怡岩院（長連龍父の菩提寺）お
　　よび栄春院（長連龍母の菩提
　　寺）の拝観
■定員　15人（先着順）
■講師　大橋　覚氏
　　七尾市文化財保護審議会会長
■申込期限　11月８日（火）
　　　市民のねがい推進協議会
（市民男女協働課内）☎53－8633

農業経営のための
                       「複式簿記基礎講座」
   取引の仕訳や決算処理などの演
習を通じて、複式簿記の概要や実
務を学びます。
■日時　
11月17日（木）19：00～ 21：00
11月18日（金）19：00～ 21：00
11月24日（木）19：00～ 21：00
11月25日（金）19：00～ 21：00
■場所　中能登町役場鹿島庁舎
　　　　２階大ホール
■対象　認定農業者などの
　　　　　　　　　　農業従事者
■定員　40人（先着順）
■講師　高　元仁氏（税理士）
■費用　700円（テキスト代）
■申込締切　11月９日（水）
　　　中能登農林総合事務所
　　　農業振興部　☎52－5522

　　　　　　　　　　　毎年恒例！親善都市丸亀市
特産品と本場の讃岐うどんの
 　　　　　手打ち実演販売！
■日時　
 11月２日（水）９：00～ 17：00
 11月３日（木）９：00～ 16：00
■場所　馬出資料整理室
　　　　（旧馬出図書館）
■メニュー
・釜玉うどん
・天ぷらうどん
・月見うどんなど
　観光交流課　☎53－8424

第17回みのり園まつり
 『地域と共に生きるみのり園』
■日時　10月16日（日）
　　　　　　　9：30～ 14：00
■場所　みのり園
■内容　
　模擬店コーナー、喫茶コーナー
バザー、太鼓、大抽選会など
　～お願い～
　※ご家庭にある【新品・未使用
品の品】がありましたら、ぜひ、ご
提供ください。取りに伺います。
　みのり園　☎53－7266

　　　　　　　　第1回　ジュニア・エコノミー・ 
　　　　　　カレッジinななお
子供たちの夢のお店が
　　　　　いよいよＯＰＥＮ！
　七尾市内の小学生５、６年生が
模擬株式会社を設立し、資本金と
借入金を元手に商売体験を行いま
す。販売日は子どもたちが考えた
ものをいろいろと販売しますの
で、ぜひ、ご来場ください。ゆる
キャラ（とうはくん、わくたまく
ん、コン丸くん）も来ます。
■日時　10月10日（月・祝）
　　　　　　　　　　10：00～
　　　　※売り切れ次第終了
■場所　能登食祭市場横　
　　　　特設会場
　七尾商工会議所青年部　
　　　　　　　　　☎54－8888




