青年海外協力隊など

春募集

■募集期間 ４月１日
（金）～
５月16日（月）
■募集内容
●青年海外協力隊
（20歳～ 39歳対象）
・４月９日
（土）
、24日（日）
に
説明会を開催します。
●シニア海外ボランティア
（40歳～ 69歳対象）
・４月24日
（日）
に説明会を開催
します。
JICA

検索

JICA北陸 ?076-233-5931

募 集
協働のまちづくり推進事業
選考委員会の委員募集
市民が主役のまちづくりの推進
を図るために、市民税の１％の一
部を活用して、市民団体などが提
案するまちづくり事業を支援して
います。この
「協働のまちづくり
推進事業」を審査・選考する委員
を若干名募集します。
■募集期限 ３月25日
（金）必着
■任期 平成23年度（１年間）
■応募方法 応募方法については、
電話でお問い合わせください。
七尾市

市民男女協働課
七尾検定実行委員会の委員募集
ふるさとをより知っていただく
ことを目的とした
『七尾検定』
の魅
力向上を図るため、委員となって
会議に参加し、さまざまなご意見
をいただける方を募集します。
※会議は年３～４回
（平日昼間）
の開催を予定しています。
■応募資格 七尾市内在住の方
■応募方法 次の応募書類を郵送
もしくは持参してく
ださい。
①自己紹介文
（氏名、住所、生年月
日、電話番号、性別、略歴などを
記載したもの）
②七尾検定を通じアピールしたい
ことなど、委員としての抱負を
400字程度にまとめたもの
■募集人員 ２人程度
（委嘱期間２年間）
■選考方法 応募の書類をもとに
選考し、結果はすべての方に通
知します。
■募集期限 ３月25日
（金）必着
※様式は問いません。
※応募書類は返却しません。
※個人情報は今回の目的以外に使
用しません。
〒926-8611
七尾市袖ヶ江町イ部25番地
七尾検定実行委員会事務局
（文化財課内）?53-8437

検索

?53-8633

都市マスタープランについての
意見を募集しています
■七尾市都市マスタープラン案お
よび七尾都市計画道路再編計画案
について、広く市民の皆さんの声
や意見を募集しています。
■意見募集期間：
３月10日（木）まで
■閲覧場所
本庁２階都市建築課、田鶴浜・
中島・能登島市民センター、袖ヶ
江・御祓・徳田・矢田郷・東湊・
西湊・石崎・和倉・高階公民館、
および七尾市のホームページ上
（都市計画道路再編計画案につい
ては、市民センターおよび石崎・
和倉・高階公民館には配置してお
りません）。
■意見提出方法
■住所、氏名を明記の上、持参、郵
送またはＦＡＸ、メールにて送信
ください。
七尾市パブリックコメント

検索

〒926-8611
七尾市袖ヶ江町イ部25番地
都市建築課
?53-8429 FAX52-9288
E-mail
toshikenchiku@city.nanao.lg.jp

市 の 人

口

平成 23 年 1 月 31 日現在
先月比較（△＝減）
世 帯 21,918 世帯（△ 14）
人 口 58,906 人 （△ 74）
男
27,952 人 （△ 31）
女
30,954 人 （△ 43）
年齢別人口
0 〜 20 歳 10,330 人
21 〜 64 歳 31,635 人
65 歳〜
16,941 人
転 入 34 人 転 出 75 人
出 生 34 人 死 亡 67 人
婚 姻 10 件

納税のお知らせ
国民健康保険税（９期）
納期限：３月 30 日（水）

今月の『税情報ななお』
今月はお休みです。

愛 の 献

血

３月 31 日（木）
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
石川県赤十字血液センター

広報ななお

検索
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七尾市男女共同参画都市宣言
５周年イベント
第２次男女共同参画
推進プラン策定記念
■日時

３月27日
（日）
10：00 ～ 12：00
■場所 フォーラム七尾
多目的ホール
■記念講演
「家業と企業に女性の
視点でチャレンジ」
■講師 大根 小夜子 氏
（なまこや 常務取締役）
■参加費 無料
男女共同参画室 ?52-5222

お知らせ
平成22年国勢調査速報値！

文化財施設開館
冬季休館していました文化財施
設を開館します。七尾の魅力再発
見にお越しください。
３月11日(金) ～
・懐古館(古屋敷町)
・七尾城史資料館(古屋敷町)
・国分寺展示館(国分町)
・祭り会館(中島町横田)
・明治の館(中島町外)
３月20日(日) ～
・蝦夷穴歴史センター
(能登島須曽町)
■文化財課 ?53-8437
2011.3 月号

平成23年度の市民農園の利用者
を募集します。
■対象者 七尾市在住で、自分で
野菜や花を栽培してみたい方
■使用場所
①多根やまびこ農園（多根町）
１区画60㎡(約20坪)
＝6,000円
②古府ふれあい農園（古府町）
１区画32㎡(約10坪)
＝5,000円
■使用期間 ４月～翌年３月31日
■栽培禁止作物 植木、果樹
■募集期限 ３月25日
（金）まで
※使用許可は４月以降になります。
※応募者多数の場合は抽選となり
ます。
農林水産課 ?53－8422

平成23年度新入学生を募集しま
す。年齢の枠を超えて頑張ってい
る仲間とともに、あなたも高校卒
業をめざして学んでみませんか？
なお、成人の方は作文と面接だ
けの「成人特別選抜」もあります。
■出願期間 ３月22日(火)まで
■入学試験日 ３月24日(木)
また、もう一度高校卒業をめざ
して頑張りたいという編入学生も
募集しています。日程など詳しい
ことはお問い合わせください。
七尾城北高校 ?53-1897

でした。

平成22年10月１日に実施した国
勢調査の集計結果による七尾市の
人口です。調査にご協力いただき
ありがとうございま
した。
なお、人口予想ク
イズの応募結果は、
当選者への賞品の発
送をもって発表にかえさせていた
だきます。
企画課 ?53-1117
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七尾城北高校（夜間定時制）
で学びませんか

イベント

七尾市の人口は

「57,915人」

あなた独自のおいしい
野菜を作りませんか？！

地域ブランド化セミナー
食が地域を熱くする！
～新・ご当地グルメ開発のすすめ～
『ヒロ中田氏 講演会』
現在の流行であるＢ級グルメや
ご当地グルメといった食をキー
ワードに、地域ブランド構築のた
めのさまざまな企画やアイデアに
ついて講演いただき、地元の豊富
な食材が七尾・中能登を熱くする
ということを参加
者に共感を得られ
るような講演会と
します。
■日時
３月10日（木）
19：00 ～ 21：00
■場所 七尾サンライフプラザ
視聴覚室
■講師 ヒロ中田氏
（㈱リクルートじゃらんリサー
チセンターエクゼクティブプロ
デューサー）
■入場料 無料
七尾 JC

検索

七尾青年会議所?53-2822

第11回石川県障害者スポーツ
大会参加者募集
■開催日 ５月29日（日）
■場所
いしかわ総合スポーツセンター
西部緑地公園陸上競技場ほか
■対象者
県内在住、在勤、在学の13歳以上
の障害のある方（身体・知的・精
神）(平成23年４月１日現在)
■実施競技
陸上、水泳、アーチェリー、卓球、
ボウリング、フライングディスク、
バレーボール
■申込締切 ３月22日
（火）
福祉課 ?53-8464
FAX53-5990
法務教官採用試験受験者募集
平成23年度の法務教官採用試験
の受験者を募集をします。
■申込期間 ４月14日
（木）まで
■第１次試験 ６月12日（日）
■第２次試験 ７月13日（水）
７月14日（木）
■採用人員 教官A（男子）
約100人
教官B（女子）
約20人
■受験資格
男女いずれも昭和57年４月２日
から平成２年４月１日生まれの人
湖南学院庶務課
?076-229-1077

