
10広報ななお

市 の 人 口

納税のお知らせ

愛 の 献 血

平成 23年５月 31日現在

世　帯　21,896 世帯（３）
人　口　58,472 人  　（△ 61）
　男　　27,748 人  　（△ 35）
　女　　30,724 人  　（△ 26）
年齢別人口
　 0  ～ 20 歳　10,129 人
　21 ～ 64 歳　31,454 人
　65 歳～　　　16,889 人
転　入　 80人　転　出　110人
出　生　  29 人    死　亡　   61 人
婚　姻　　20件

先月比較（△＝減）

固定資産税・都市計画税（２期）
国民健康保険税（１期）
納期限：８月１日（月）

７月19日（火）
サンビーム日和ヶ丘
９:00～12:00

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　２号」回覧
～平成 23年度国民健康
　　　　　保険税率が戻ります～

石川県赤十字血液センター 検索

募　集

七尾鹿島広域圏職員募集！
 消防吏員
　消防士６人程度
         （うち救急救命士２人程度）
■募集期限　７月26日（火）～
　　　　　　　　８月15日（月）
■１次試験　９月18日（日）
 病院企業職員
•薬剤師４人
•臨床検査技師１人
•診療放射線技師１人
•理学療法士1人
•言語聴覚士１人
•作業療法士（精神センター）１人
•栄養士（管理栄養士）１人
•臨床工学技士１人程度
•歯科衛生士１人
•看護師20人程度
■募集期限　７月19日（火）まで
■試験日　7月24日（日）　
■受験資格　
   受験資格などの詳細はお問い合
わせください。
　七尾鹿島広域圏事務組合
                  総務課　☎52－6448
　　公立能登総合病院
　　　       総務課　☎52－8749

海上保安庁学生採用試験
 海上保安学校
■受付期限　７月19日（火）～
                              ８月２日（火）
■第１次試験　9月25日（日）
■試験地　金沢市、新潟市など
■受験資格　昭和63年４月２日   
以降に生まれた人で高等学校を
卒業などした人

 海上保安大学校
■受付期限　８月25日（木）～
                              ９月６日（火）
■第１次試験　10月29日（土）　           
                         10月30日（日）
■試験地　金沢市、新潟市など
■受験資格　平成３年４月２日以
降に生まれた人で高等学校を卒
業などした人
　七尾海上保安部管理課　　
                                 ☎52－9118

『消費者との交流会』参加者募集
   能登野菜を収穫したり、食べた
りしながら農家の人と交流しませ
んか？
■日時　８月６日（土）
                       ９：30～ 15：30
■集合場所　
    中能登農林総合事務所
■内容　じゃがいもの収穫体験
           金糸瓜畑の見学
           農村レストランで昼食会
           （株）スギヨ工場見学
          ＪＡ能登わかば直売所見学
■参加費　大　人500円
                  小学生200円
■定員　70人（先着順）
■申込期限　７月22日（金）
　石川県中能登農林総合事務所       
           農業振興部　☎52－5522

ジュニア＆レディース
                      ゴルフスクール開催
■日時　７月16日（土）
　　　　　　18：00～ 20：00
　　　　 （毎月第３土曜日）
■場所　エビアンゴルフ倶楽部
■講師　日本プロゴルフ協会
              トーナメントプレーヤー
              会員　山下英章氏
■対象　小～高校生および女性
（市内在住または市内に通学の
生徒および市内在住または通勤
の女性）

■参加費  １回2,000円
                    （受講料、ボール代込)
※1回だけでも参加可能です。

　七尾市ゴルフ協会
                                ☎57－3636

早朝太極拳
   健康づくりに太極拳をしません
か？太極拳はゆったりした円運
動です。年齢、性別を問わずどな
たでもできます。
■日時　毎週日曜日（７～９月）
　　　　　　　７：00～ 7：30
■場所　七尾サンライフプラザ
                            （正面玄関前）
　七尾市太極拳協会事務局　
　　　　山﨑    ☎52－7654
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メンタルヘルスボランティア
                       育成講座参加者募集

シニア就職支援
「ホームヘルパー２級講習」開催

  誰もがこころのバランスをくず
したり、病気に悩んだり、ストレス
がたまります。忙しい日々の中で、
自分や家族、周囲の人々のこころ
の健康について考える機会として、
また、誰もが安心して暮らせるま
ちづくりを目指して、ぜひ、お気軽
に参加しませんか。
 第１回
■日時　７月22日（金）13：30
■タイトル　『障害者の理解』
■講師　こころの健康センター
                                           職員
 第２回
■日時　８月19日（金）13：30
■タイトル　『心の健康』
■講師　能登中部保健福祉
                             センター職員
 第３回
■日時　９月15日（木）13：30
■タイトル　
　『精神病の早期発見・早期治療』
■講師　南野壽利氏
　　　　（七尾松原病院医師）
※場所はすべて
          能登中部保健福祉センター
■受講料　無料
※七尾市協働のまちづくり推進事
    業補助金で実施します。

　花の会事務局　
　（能登中部保健福祉センター内）
　　　　　　　津田☎53－2482

   55歳以上60歳代前半層の人で
就労を希望する人を対象に技能の
習得を目指す国の雇用対策事業で
す。一般市民を対象に、全22回の
コースです。
■日時　９月5日（月）～
                   11月７日（月）
                        ９：00～ 17：00
■場所　七尾市勤労者総合
              福祉センター
■受講料　無料
　社団法人
     七尾市シルバー人材センター     
                                 ☎52－4680

手話奉仕員養成講座
                  （入門課程）参加者募集
   手話に興味があったけれどきっ
かけがなかった人、聴覚障害に対
する理解を深めたい人、簡単なあ
いさつや自己紹介などの手話から
学んでみませんか？
■日時　８月５日（金）
　　　　　　～ 12月９日（金）
　　　　（金曜日開催　全18回）
　　　　　　19：00～ 21：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■対象　七尾市在住の人
■定員　20人（先着順）
■教材費　3,200円

　七尾市社会福祉協議会
     ☎52－2099　FAX 53－4100

星空を観察しよう！
   夜空を見上げて、星を探してみ
ませんか？
■日時　７月22日（金）
　　　　19：00～ 21：00
■場所　のと蘭ノ国
■定員　若干名
■費用　無料
■締切　７月15日（金）まで

　環境安全課    ☎53－8421

自衛官募集
■募集種目
•一般曹候補生　•自衛官候補生
•航空学生
■資格　
    一般曹候補生　自衛官候補生
　（18歳～ 27歳未満の男女）
　航空学生
　（高卒（見込含）21歳未満の男女）
■受付期限　８月１日（月）～
                                ９月９日（金）
　自衛隊石川地方協力本部
           七尾出張所　☎53－1691

全能登私の主張発表大会
                                         参加者募集
  あなたの主張を発表しましょう。
日常生活や、社会生活、学校生活の
中で、感じたり、学んだりしたこと
を発表しませんか？
■日時　９月11日（日）
■場所　能登演劇堂
■資格　能登地区に在住する
               青少年、一般成人
　　     （勤務、在学する者を含む）
■申込期限　８月12日（金）
　文化振興課　☎66－6222

イベントイベントイベント

いしかわ環境フェア 2011 開催！
　テーマは『エコなくらし　トキ
が舞う石川へ』。
■日時　８月20日（土）～
　　　　　　　　８月21日（日）
■場所　石川県産業展示館4号館
■入場料　無料
　環境安全課   ☎53－8421

〝海と山に囲まれた能登島で思いっきり夏休み！〞　参加者募集
　～一回り成長した自分と出会う2泊3日の子どもキャンプです～
 のとじま・夏休み子どもキャンプ（全３回　２泊３日）
■日時　第１回：７月27日（水）～ 29日（金）
　　　　第２回：８月９日（火）～ 11日（木）
　　　　第３回：８月24日（水）～ 26日（金）
■対象　小学生　　■場所　能登島地内　　■定員　各20人（先着順）　
■内容　１泊目：家族旅行村ｗeランド　２泊目：民宿
　　　　釣り体験、ウミホタル観察、イルカウォッチング体験など
■参加費　15,000円（２泊６食込）
■申込期限　第１回：７月13日（水）　　　第２回：７月24日（日）　
　　　　　　第３回：８月７日（日）
※定員になり次第、締め切りますので、お早めに申し込みください。
　七尾市子ども農山漁村交流プロジェクト受入協議会
　　（能登島観光対策室内）　☎84－1113




