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陸上自衛隊高等工科学校生徒募集不用品活用銀行
　平成23年度の陸上自衛隊高等
工科学校生徒（中学生を対象）の募
集を次のとおり行っています。
■受付期限
　一般　平成24年１月６日（金）
　推薦　12月16日（金）
■採用予定者数
　一般260人　推薦60人
■応募資格
　平成24年４月１日現在、15歳
以上17歳未満の男子で中学校卒
業者（見込みを含む。）　　　
■試験期日
　一般　平成24年１月14日（土）
　推薦　平成24年１月７日（土）           
               ～９日（月）の指定する
               一日
■試験会場
　一般　自衛隊石川地方協力本部
　　　　（金沢市）
　推薦　陸上自衛隊高等工科学校
　　　　（神奈川県横須賀市）

　自衛隊石川地方協力本部
　　　七尾出張所    ☎53－1691

◇ゆずります
御 祓 中 学 学 生 服（ 夏 ス カ ー
ト60cm、半 袖・ 長 袖 シ ャ ツ
170cm）、学 習 机、ラ ン ド セ ル

（赤）、オルガン、ガラステーブル、
婦人服（Ｍ、春・夏・冬用）、婦人靴

（22.5cm）、絵の具セット、テニス
ラケット

◆ゆずってください
東雲高校学生服(女、LL、夏・冬
用両方)、七尾市内小学校制服(男
女両方・サイズ不問)、大人用自
転車、七尾高校制服（夏、上下、
165cm）、リカちゃん人形の家、振
袖、シルバーカー、七尾高校のス
カーフ、大人用三輪車、アコース
ティックギター、子ども用自転車

（補助輪付、女の子用）、ベビーベッ
ド
※家電製品は取扱不可
※交渉の成立・不成立は必ず下記      
   までご連絡ください。
　環境安全課   ☎53－8421

『ゆるキャラグランプリ』開催中
   全国各地のキャラクターがエン
トリーしています。　
   投票数を上げることで全国に

「七尾市・和倉温泉」がPRされま
す。七尾市の皆さん
からの温かい投票を
お願いします。

【投票方法】
携帯電話・スマートホン・パソコ
ンから『ゆるキャラグランプリ』サ
イトに接続。『和倉温泉わくたまく
ん』ページの『投票』ボタンを押す。
※ １ 日 １ 回            
　投票ができ
　ます。
※皆さんから
■の毎日１票
　をよろしく
　お願いしま
　す。
※11月26日（土）まで投票可能

　和倉温泉観光協会　
                                 ☎62－1555

「歴史都市」認定記念特別講演会
  高岡市は、平成23年6月8日高
岡市歴史まちづくり計画（正式名
称『高岡市歴史的風致維持向上計
画』）の認定を受け『歴史都市』とな
りました。
  これを記念し、東京大学副学長
の西村幸夫氏を講師に招き特別講
演会を開催します。
　この講演会を通じ、高岡の文化
遺産への関心を高め、さらなる保
護意識の醸成を図るとともに、「歴
史都市高岡」の魅力を広く発信し
ます。
■日時　11月20日（日）
　　　　　　14：00 ～ 15：30
■場所　高岡市ふれあい福祉
              センター　多目的ホール
■講師　西村幸夫　氏
                （東京大学副学長）
■演題　『高岡の文化資産の価値      
                   とその保全にむけて』
　高岡市教育委員会文化財課

                     ☎0766－20－1453

市有地を一般競争入札により売却します。

ゆるキャラグランプリ 検索

■申込期間　11月28日（月）　17：00まで【必着】
■申込場所　七尾市役所本庁４階総務課管財・用地室
■申込方法　一般競争入札参加申込書及び添付書類を申込期間までに提出し
　　　　　　 てください。
　入札説明会　
■日時　11月17日（木）10：00 ～
■場所　七尾市役所３階301会議室
■その他　現地説明会は実施しませんので、市HPを参考にしてください。
　入札日
■日時　11月29日（火）
　　　　①10：00 ～　　②10：30 ～　　③11：00 ～
　　　　　　　　（番号は上記の物件番号です。）
■場所　七尾市役所２階202会議室
※入札日当日は、見積した金額の100分の5以上の額の入札保証金が必要です。

　総務課管財・用地室　☎53－8747

物件
番号 区分 物件所在地 地目 地積 (㎡ ) 用途指定 予定価格（円）

（最低売却価格）

① 土地 本府中町レ 33 番 75 宅地 507.94 第一種
住居地域 15,100,000

② 土地 後畠町後畠山 4番 67 宅地 224.83 なし   5,400,000

③ 土地 田鶴浜町ホ 234 番 2 宅地 95.89 なし 750,000

　公売物件【番号は物件番号】
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ねぎを中心にした売れる
　　　　　やさいづくり研修会

ご存知ですか？建設リサイクル

　能登野菜の代表作物である能登
白ねぎを中心とした「売れるやさ
いづくり」を目指すために、病害対
策、土壌改良だけでなく市内の農
地に適した品種の検討や市場に出
荷する品質向上に取り組んでいか
なければなりません。そこで先進
地である埼
玉県から講
師 を 招 き、
研修会を開
催します。
■日時　11月17日(木)17：30 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　　　　　　  視聴覚室
■定員　100人
■講師　トキタ種苗㈱吉田昌美氏
　　　　　　　　（開発普及室長）
■内容　病害対策、土壌改良
　　　　水田における栽培方法
　　　　市場が求めるやさいなど
★当日は食べ比べコーナー有り！
■費用　無料（申込不要）
　農林水産課　☎53－8422

　　　　　　　　アンテナでデジタル放送を見て
いる人、11月21日（月）に見ら
れなくなる可能性があります！
　11月21日（月）以後にテレビ・
録画機などが映らなくなった場合
は、『チャンネルの再設定」』（再ス
キャン）を行ってください。
　可能性があるリモコン番号は
●ＮＨＫ Ｅテレ（教育）
　　　　 リモコン番号２
●北陸朝日放送（ＨＡＢ）
　　　　 リモコン番号５
詳しくは10月に全世帯に送付し
たパンフレットをご確認くださ
い。
※「ケーブルテレビななお」に加
　入されているテレビのチャンネ
　ル設定は不要です。
　デジサポ

　　　　　☎0120－922－303
　　　　　☎03－4321－0770
受付　平　日：9：00 ～ 21：00
　　　土日祝：9：00 ～ 18：00

　　　　　　　　ガラス美術館開館20周年記念
「ガラ美パーク絵画コンクール」
石川県庁展示
　能登島ガラス
美術館の庭園や
美術館を描いた
県内小中学校の
子どもたち128人の力作を県庁で
展示します。ぜひ、ご覧ください。
■日時　11月15日（火）～
　　　　　11月23日（水・祝日）
■場所　石川県庁舎19階展望
　　　　ロビー会場（入場無料）
　ガラス美術館　☎84－1175

　一般家屋の解体等に関する法
律、建設リサイクル法が施行され、
コンクリート・木材・アスファル
トなど再生資源として利用できる
特定の建設廃棄物に【分別】と【リ
サイクル】が義務付けられました。
　本市でも、発注者および受注者
が一体となって建設リサイクルに
取り組んでおります。今後とも、
建設資材の再資源化に向けてご理
解とご協力をお願いします。
　都市建築課　☎53－8429

税について考えよう！
　　　　　　『税を考える週間』
　11月11日から11月17日までの
期間は「税を考える週間」です。こ
の機会に、税の意義や役割につい
て考えてみませんか。
　また、これにあわせ、小・中学生
の「税についての作品（標語・書
道）」の展示や年末調整説明会を行
います。
　小・中学生「税についての作品」
■展示（標語・書道）
■展示期間　11月11日（金）
　　　　　　　～ 11月17日（木）
■場所　パトリア２階
　年末調整説明会
■日時　11月25日（金）
　　　　　　10：00 ～ 12：00
　　　　　　13：30 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　七尾税務署　☎52－3381

労働保険の加入手続きは
　　　　　　　お済みですか？
　労働保険（労災保険・雇用保険）
は、労働者が労働災害を被った場
合や、失業した際に保険給付が受
けられるなど、失業の予防・雇用
の安定・労働者の福祉の向上を図
るため、政府が管理・運営する保
険制度です。
　従業員を一人でも雇用している
事業主の人は、業種や規模に関係
なく、すべて労働保険の加入義務
がありますので、早急に加入手続
きをお願いします。
　なお、手続き
は労働保険事務
組合や社会保険
労務士に依頼す
ることもできま
す。
　七尾労働基準監督署

　　　　　　　　　☎52－3294
七尾公共職業安定所☎52－3255

七尾法律相談センターによる
　　　　　　　法律相談を実施
　毎週、木曜日に法律相談を開催
します。
■日程　　　　　　　弁護士
　11月10日（木）　　木村基之
　11月17日（木）　　久保雅史
　11月24日（木）　　相談休み
　12月１日（木）　　蔵　大介
　12月８日（木）　　笹原裕司
　12月15日（木）　　下中晃治
※担当弁護士は変更することがあ
　ります。
■時間　13：30 ～ 16：00
■場所　フォーラム七尾
■申込方法　相談前日までに電話
　で申し込みください。
■申込定員　５人（先着順）
■相談時間　30分以内
■相談料　5,000円
※ただし、負担が困難な人で法律
　援助資力基準に該当の場合、１
　回のみ無料
※クレサラ相談は初回無料

　金沢弁護士会
　　　　　 ☎076－221－0242




