地域で高齢者などを支えていく
まちづくりを目指そう!!
『生活・介護支援サポーター
養成講座』の開催
地域で高齢者などを支えるしく
みを学びませんか?
■日時 12月20日
（火）
１月17日
（火）
１月31日
（火）
２月14日
（火）
２月28日
（火）
10：00 〜 15：00
■場所 七尾サンライフプラザ他
■内容 高齢者福祉施策などの概
要や地域でサポートするときの
人との関わり方を学ぶ。また、
活動現場の見学や実習を行い、
自ら体験し考えることにより、
実践力を身につける。
■定員 25人
（先着順）
■費用 無料
七尾市社会福祉協議会
☎53−2099

認知症サポーター養成講座
（出前講座）申し込み随時受付中！
認知症は誰でもなりうる病気で
す。症状を正しく理解し、偏見を
持たず、温かく接することが大切
です。あなたも認知症の人やその
家族を見守
り支援する
『認知症サ
ポーター』
に
なりません
か。
■受講できる人 市内にお住まい
で、認知症について学びたい10
人以上の団体、
グループ
■講座の内容 認知症の症状や、
認知症の人と接するときの心構
えなど
（90分程度）
◎日時や場所はご相談に応じます。
◎なるべく1カ月前までにお申し
込みください。
福祉課 ☎53−8463

募

集

都市公園の指定管理者募集
次の都市公園の指定管理者を募
集します。
■指定管理者募集施設
・七尾市希望の丘公園
・小丸山公園
※２公園を一括管理とします。
■指定期間
平成24年４月１日
〜平成29年３月31日
■申込期限
12月12日（月）
都市建築課 ☎53−8469

能登地域合同企業説明会
『のと就職フェア』参加企業募集
■日時

12月26日（月）
13:30 〜 16:30
■場所 七尾サンライフプラザ
中ホール
■対象企業 能登地域
（宝達志水
町以北）に事業所がある企業
■申込期限 11月11日
（金）
※先着順（25社）
※詳細、申し込みは下記までご連
絡ください。
石川県産業立地課
☎076−225−1517

介護予防・健康づくりのための
レクリエーション講座
『介護予防教室』の場で活用でき
る
『レク財』について講義・実技を
中心に体験学習し、また、
『レク財』
を効果的に使うための基本の技に
ついて学習します。
■日時 12月11日（日）
10：00 〜 16：00
■場所 ワークパル七尾 研修室
■定員 30人（先着順）
■参加費 無料
■申込期限 12月１日
（木）
■その他 講習会後、後日現場実
習があります。
（詳細は講習会当日に、ご説明し
ます）
七尾市レクリエーション
協会 宮西 ☎53−0175

市 の 人

口

平成 23 年９月 30 日現在
先月比較（△＝減）
世 帯 21,888 世帯（ ２）
人 口 58,284 人 （△ 61）
男
27,664 人 （△ 36）
女
30,620 人 （△ 25）
年齢別人口
0 〜 20 歳 10,033 人
21 〜 64 歳 31,325 人
65 歳〜
16,926 人
転 入
66 人 転 出 83 人
出 生
26 人 死 亡 70 人
婚 姻
20 件

納税のお知らせ
国民健康保険税（５期）
納期限：11 月 30 日（水）

今月の『税情報ななお』
「税情報ななお ５号」回覧
〜 11 月 11 日から 17 日は
『税を考える週間』です 〜

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 検索

広報ななお
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お知らせ

能登野菜宝探し大会＆
農村レストラン

一般不妊治療費を助成します

親子を対象に能登野菜を使った
対象者
七尾の自然と食を満喫するイベン
①戸籍上の夫婦または一方が治療
トを開催します。
■日時 11月13日（日）
を開始した日の１年以上前から
■場所 のと蘭ノ国
県内に住所があり、治療日にお
■定員 30組60人（先着順）
いて七尾市に住所がある人
■参加費 2,000円（１組２人）
②医療保険に加入し、
夫婦の年間
■内容 能登野菜宝探し大会
所得が730万円未満の人
対象治療
カルタ取りゲーム
①医療保険の適用となる一般不妊
農村レストランで食事
■申込期限 11月10日
治療
（木）
農林水産課 ☎53−8422
②医療保険適用外となる不妊治療
で、体外受精や顕微授精を除く
治療
助成金額
自己負担額の1/2で１年当たり
『笑いから学ぶ男女共同参画
５万円を限度に２年間
（連続）
市民のつどい』
助成
〜すべてのひとがきらめくまち
申請期間
七尾をめざして〜
治療を受けた月の翌月初日から
■日時 11月27日（日）13：30
起算して２年以内
詳しくはお問い合わせください。 ■場所 フォーラム七尾
多目的ホール
健康推進課 ☎53−3623
■定員 100人（先着順）
こころのバリアフリー作品展
※参加するには整理
市民に広く障害者福祉について
券 が 必 要 で す。11
の関心と理解を深めてもらい、障
月12日 か ら22日 の
害がある人の社会、
経済、文化など
間、フォーラム七尾
のあらゆる活動に積極的に参加す
で配布します。
■講師 御供田幸子一座
る意欲を高めるために、下記の協
■費用 無料
力法人の作品などを展示します。
ぜひご覧ください。
男女共同参画室☎52−5222
■展示期間
「国際交流のつどい」
開催！
12月３日
（土）〜９日
（金）
〜姉妹都市を知ろう〜
（七尾市障害者週間）
■展示場所
姉妹都市を知ることから国際理
解を深めていきませんか？
ミナ．クル ３階通路
■協力法人
市民と外国人参加のつどいです。
■日時 11月26日（土）
・社会福祉法人 徳充会
・社会福祉法人 みのり会
14：00 〜 16：00
■場所 フォーラム七尾
・医療法人 松原会
■内容
・特定非営利法人 野の花
・独立行政法人国立病院機構
姉妹都市派遣中学生発表
七尾病院
姉妹都市交流団体コーナー
・障害者福祉団体連絡協議会
交流会
■参加費 無料（申込不要）
福祉課
☎53−8464 FAX53−5990
七尾市国際交流協会事務局
（市民男女協働課内）☎53−8633

イベント
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段ボールコンポスト講習会
受講者募集
環境保全を目的に家庭の生ごみ
を自宅で堆肥化し、再利用する活
動を推進しています。
身近な段ボールを使って堆肥を
つくる方法を学んでみましょう。
■日時 11月13日（日）
10：00 〜 11：00
■場所 ワークパル七尾
■定員 25人（先着順）
■参加費 無料
七尾市快適環境づくり
市民委員会事務局
（環境安全課内） ☎53−8421

ピアノ大好きコンサート
出演者募集
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
軽にご参加ください。
■日時 12月18日（日）10：00 〜
■場所 七尾サンライフプラザ
■参加費 1,000円（１人）
■申込締切 11月27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

里山の田園で食事会 参加者募集
かつて朱鷺が営巣した地でとれ
た地物を使った
「地物加工食品の
試食会」を行います。食文化を通
して昔懐かしい良き時代を振り
返ってみませんか。
■日時 11月13日（日）
９：30 〜 15：00
■場所 釶打農村漁家
高齢者センター
■定員 30人（先着順）
■参加費 1,500円
■内容
①釶打米の食事会
②釶打でとれたそば粉を使っ
たそば打ち体験
③釶打産地元加工品試食会
釶打ふるさとづくり
協議会（釶打公民館内）
☎66−0099

