
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 10月 31日現在

世　帯　21,873 世帯（△ 15）
人　口　58,236 人　  （△ 48）
　男　　27,652 人　  （△ 12）
　女　　30,584 人　  （△ 36）
年齢別人口
　 0  ～ 20 歳　10,040 人
　21 ～ 64 歳　31,242 人
　65 歳～　　　16,954 人
転　入　 64人　転　出　77人
出　生　  40 人    死　亡　76 人
婚　姻　　10件

先月比較（△＝減）

固定資産税　  　（３期）
国民健康保険税（６期）
納期限：平成 24年１月４日（水）

12月12日(月)　
　　北陸電力七尾支社
 　　　　9：30～12：00

12月19日(月)    
　　七尾市役所
　　　　　9：30～12：00
　　　　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。

募　集

起業家育成事業
≪のと・七尾起業塾≫受講者募集

　　　　　　　　農業の６次産業化育成セミナー
～現場から学ぶ！
　　　　農産物が売れるワザ～

　夢“起業”を掴むために、必要な
知識・ノウハウなどを学びます。
■日時　
１月12日（木）18：30～ 21：30
１月19日（木）18：30～ 21：30
２月２日（木）18：30～ 21：30
２月９日（木）18：30～ 21：30
２月16日（木）18：30～ 21：30
３月３日（土）14：00～
■場所　七尾商工会議所
■テーマ　夢を確実に掴む！一歩
　上に行く起業講座
■対象　起業準備中の人
　　　　起業１年以内の人
■定員　15人（先着順）
■受講料　5,000円（全６回）
■申込期限　１月５日（木）

　七尾商工会議所
　　　経営支援課　☎54－8888

指定管理者を募集しています！

災害ボランティア
コーディネーター養成研修会

市営住宅入居者および補欠者募集
　　　　　【随時募集】

検索石川県赤十字血液センター

■施設名　能登島交流市場
　　　（能登島向田町122－13）
■管理期間　平成24年４月１日
　　　　　～平成29年３月31日
詳しくはお問い合わせください。
　能登島観光対策室 ☎84－1113

　災害ボランティアについて学び
ませんか？
■日時　①１月８日（日）
　　　　　１月９日（月・祝）
　　　　②２月18日（土）
　　　　　２月19日（日）　　
　　　10：00～ 16：30（全日）
■場所　石川県消防学校
■定員　各回50人（先着順）
■講師　李仁鉄氏（ＮＰＯ法人に
　いがた災害ボランティアネット
　ワーク事務局長）ほか
■費用　無料（昼食代別途）
■申込期限　12月21日（水）
　石川県県民交流課
　　☎076－225－1365

■日時　12月15日（木）
　　　　　　14：00～ 16：00
■場所　ＪＡわかばの里
■講師　大野哲也　氏
　　　　（ＪＡわかばの里店長）
■内容　生鮮野菜、加工食品の売
　り方・見せ方を学ぶ
■受講料　無料
■対象　求職者、生産者
■定員　20人（先着順）
■申込期限　12月12日（月）
■持ち物　筆記用具

七尾市地域雇用創出協議会
　（産業振興課内）　☎57－5752

七尾地域雇用 検索

■募集住宅
　・古府住宅　・奥原住宅　
　・馬場住宅　・舘山住宅
　・代本住宅　　各１戸　
■募集期限
　12月16日（金）17：15まで
　　　　　　（土日は除きます）

　都市建築課☎53－8429

七尾市広報モニター募集
■募集人数　10人程度
■応募資格　市内に１年以上住み、
　市政に関心のある20歳以上の
　人
■任期　平成24年１月～３月
■内容　アンケートの記入、会議
　への出席など
■申込期限　12月19日（月）
※詳しくはお問い合わせください。

　広報広聴課　☎53－8423

『あい愛バザール』開催
■日時　12月18日（日）
　　　10：00～　売り切れ御免
■場所　フォーラム七尾
　　　　多目的ホール
　フォーラム七尾☎52－5222
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　　　　　　　　『770（ななお）の雛人形展』
～ご家庭の思い出がつまってい
　　　　　る雛人形を募集!! ～
　『770（ななお）の雛人形展』を
３月上旬にパトリアで開催。
　770体の雛人形を24段の雛段
に飾るという県内では、初めての
試みです。皆さんのご家庭で代々
受け継がれてきた貴重な宝物に今
一度、光をあててみませんか。

■募集期限　１月31日（火）まで
■その他　持込方法、配送方法は、
　　　　　必ず事前にお問い合わ
　　　　　せください。

 第１回770の雛人形展開催委員会
　事務局　☎54－0770

生ごみ処理機体験モニター募集
　ご家庭で生ごみの
堆肥化に取り組んで
みませんか。
■貸出期間　３カ月
■貸出機　
   電気式生ごみ処理機（バイオ式）
■費用　貸出は無料
　　　　　（電気代は自己負担）
■その他　モニターはアンケート
　　　　　にご協力ください。

　環境安全課    ☎53－8421

お知らせ
下水道に灯油を
　　　　流さないでください！
　下水道に灯油な
どの異物が流れた
場合、下水処理場
の汚水処理に悪影
響を及ぼします。
　下水道に灯油などは流さず、正
しい使用にご協力ください。
　下水道課　☎53－1972

 12月１日「世界エイズデー」
                                 とHIV血液検査
   WHO（世界保健機構）は12月1
日を「世界エイズデー」と定め、世
界中でエイズの正しい知識の普
及、患者や感染者への差別や偏見
を解消させることを目指した活動
が行われています。
   HIVやエイズは身近な問題であ
り決して他人事ではありません。
正しい知識を持ち、また
安心と早期発見のため検
査を受けましょう。HIV
血液検査は下記のとおり
行っています。
 能登中部保健福祉センター
【迅速検査】
■日時　毎月第１月曜日
　　　　１月は第３月曜日
                       ９：00～ 11：30
【通常検査】
■日時　
    第２月曜日　 ９：00～ 19：00
   第３～５月曜日９：00～ 11：30
※約10日後に結果をお伝えでき
    ます。
 羽咋地域センター
【通常検査】
■日時　
    第２月曜日　９：00～ 19：00
　第４月曜日　９：00～ 11：30
※約10日後に結果をお伝えでき
    ます。
※検査は、要予約（締め切りは毎週     
   金曜日）・匿名・無料で行って      
    います。
　能登中部保健福祉センター
                               ☎53－2482
　　羽咋地域センター
                  ☎0767－22－1170

子ども手当の申請はお早めに！
   該当する人へ認定請求書を10
月下旬に送付しました（公務員を
除く）。12月28日(水)までに申請
した場合、平成24年２月10日（金）
に支給できます。早めの申請にご
協力ください。
※土日祝日は受付しません。
　子育て支援課　☎53－8445

 日本を代表するオペラ歌手
             鳥木弥生さん　公演決定
  七尾市出身の鳥木さんは、国内
はもとよりヨーロッパ各国でもオ
ペラ、コンサートで活躍し、武蔵野
音楽大学講師としても活躍をして
います。最近では、新国立劇場で
ロッシーニのオペラ「セビリャの
理髪師」で主役級のロジーナ役を
好演しました。
　今回、ふるさと七尾の母校と金
沢で下記のとおり公演します。
 七尾公演
■日時　12月22日（木）
　　　　13：30～
■場所　御祓中学校体育館
■入場料　無料
　子ども教育課    ☎53－8434

 金沢歌劇座公演
アルトソロで出演
■日時　12月18日（日）
　　　　19：00～
■入場料　指定席3,000円
　　　　　自由席2,000円
 県立音楽堂公演
■日時　12月23日（金）
　　　　19：00～
■入場料　指定席3,000円
　　　　　自由席2,000円
※両日ともアルトソロで出演
　石川県音楽文化協会
　　　　      ☎076－280－4311

『まいげん能登鍋』開催！
  食産業振興と交流人口の拡大を
目的とした新ご当地グルメ『能登
鍋』が始まりました。
　開催期間中、能登鍋の指定され
た条件を満たした能登鍋メニュー
を市内19店舗、金沢１店舗、東京
３店舗で楽しむこ
とができます。
■期間　平成24年３月31日まで
 『能登鍋』の３条件
　①能登の香りがする調味料を使    
       うこと
　②能登産の食材を使うこと
　③地元産の練り団子を使うこと

　鍋プロ部事務局☎54－8866
まいげん能登鍋 検索

写真提供：長野県須坂市
『三十段飾り　千体の雛祭り』




