
10広報ななお

市 の 人 口

納税のお知らせ

愛 の 献 血

平成 22年 12月 31日現在

世  帯　21,932 世帯（△ 19）
人  口　58,980 人　 （△ 59）
  男　　27,983 人　 （△ 27）
  女　　30,997 人　 （△ 32）
年齢別人口
　 0  ～ 20 歳　10,352 人
　21～ 64歳　31,679 人
　65歳～　　  16,949 人
転   入　62人　転   出　81人
出   生　31人　死   亡　72人
婚   姻　16件

先月比較（△＝減）

固定資産税・都市計画税（４期）　
納期限：２月 28日（月）
国民健康保険税（８期）
納期限：２月 28日（月）

今月の献血はありません。

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

検索石川県赤十字血液センター

　県民参加による開かれた県政を
推進するため、県が行う広聴活動
に積極的に参加し、県政に提言な
どをする県政モニターを公募しま
す。
■募集締切　２月23日（水）
■募集人数　30人
■応募資格　
  県内在住の20歳以上の方
※現在公務員、県政モニター経験  
  者は除く。
■委嘱期間　
  平成23年４月１日～
  平成25年３月31日までの２年間
■職務内容　
  県政に関するアンケート調査の
  回答およびモニター会議、意見
  交換会への出席など
※応募方法など、詳しくはお問い
  合わせください。
　　石川県県民交流課広報広聴室
　              ?076-225-1362

 石川県県政モニター募集

 自衛官募集

 ファミリーサポート
             提供会員研修開催
     （旧保育ママ養成研修）

 平成23年度の採用試験として自
衛隊幹部候補生および一般曹候補
生（第１回）の募集を開始します。
　幹部候補生
■受付期間　
  ２月１日（火）～５月６日（金）
■応募資格　
  22歳以上26歳未満の者
■試験期日（第１次試験）
  ５月14日（土）筆記試験
  ５月15日（日）筆記式操縦
              適性検査
         （飛行要員希望者のみ）
　一般曹候補生（第１回）
■受付期間
  ２月１日（火）～５月６日（金）
■応募資格
  18歳以上27歳未満の者
■試験期日（第１次試験）
  ５月21日（土）
　　石川地方協力本部七尾出張所
                     ?53-1691

  地域で子育てのサポートをして
みませんか！
■日時　３月22日（火）～
                24日（木）
■場所　能登中部保健福祉
        センター１階　大会議室
■対象　
  平成23年度新規開設する「七尾
市ファミリーサポートセンター」
に提供会員として登録を希望する
方。

既に、保育ママとして登録して
いる方で、援助活動に関する知識
を深めたい方
■参加費　無料
■締め切り　２月28日（月）
※託児室があります。生後６カ月
　以上のお子様を預かります。
　　　子育て支援課?53-8419

 国際交流員による中国語講座

　役立つ中国語会話（全４回）
■日時
 ３月１日（火）～ 22日（火）
　（毎週火曜日）13：30 ～ 15：00
■場所　フォーラム七尾
　　　　　　　　　　健康サロン
■対象　中国語の発音を習ったこ
　　　　とがある方
■定員　10人（先着順）
　中国語講座初級３（全７回）
■日時　
　２月16日（水）　２月23日（水）
　３月２日（水）　３月３日（木）
　３月９日（水）　３月10日（木）
　３月16日（水）18：30 ～ 19：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　第１会議室
■対象　中国語の発音と簡単な文
　　　　法を習った方
■定員　15人（先着順）
■各講座講師　タイ・イ
■各講座受講料　無料
※教科書（西東社　中国語会話入
　門）がない場合は、1,680円が必
　要です。
　　市民男女協働課　?53-8633



11 2011.2 月号

I N FO RMAT I ON
情 報 ラ ン ド

 上下水道事業審議会委員募集

 歩いて発見！わがまち
 　　　お国じまん　～七尾編～

 『伝統工芸』『歴史』『文化』『自然』
などのふるさと自慢がたくさんあ
ります。郷土愛を育む社会体験・
地域学習プログラムです。
 七尾の魅力を実際に歩いて訪れ、
体験してみませんか？
■日時　２月13日（日）
      　９：00 ～ 15：00
■場所　ミナ.クル３階
　　　　　　多目的会議室
■対象 小学生４・５・６年生
■定員　20人（先着順）
■費用　500円（昼食代含）
　　　中央図書館　?53-0583

 生活に密接な上下水道施設の適
切な運営を図って、快適な居住環
境を実現するために、上下水道事
業審議会を設置しています。
 20歳以上の方で上下水道事業に
関心のある市民の応募をお待ちし
ています。
■募集人員　２人
■任期　３月２日から２年間
■応募期間　２月７日（月）～　
　　　　　　　　　２月21日（月）
★上下水道をテーマに400字以内
の作文を提出してください。
　　料金業務課　?53-8431

 介護福祉士国家試験（実技）
 　　　　受験準備講習会の開催

イベント

 教育フォーラム開催

 第29回石川県青年文化祭

『その国の将来を知りたければ、
　　その国の若者を見るがよい』
～近年の青少年たちの
　　　　　　　職業観・勤労観～
■日時　２月13日（日）
 　　　　　　　13：30 ～ 16：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　　　　　　　　視聴覚室
　基調講演
■講師　白木みどり氏
　　　　　（上越教育大学准教授）
　　　　岩永雅也氏
　　　　　（放送大学教授）
　パネルディスカッション
　「地域連携に求められる
　　　　　教育力とその有効性」
■講師　白木みどり氏
　　　　岩永雅也氏
　　　　天野順造氏
　　　　　（高知県児童自立支援
　　　　　　　施設内分校教頭）
■参加費　無料（申込不要）
　　七尾みなとロータリークラブ
　　　　　　　　　　?53-5530

 今回は地元開催。七尾市青年団
協議会が中心に企画運営するこの
イベント。県内の地域青年が相集
い、文化活動や各地域の特色ある
芸能を発表します。地域と地域に
ある青年団の発展とともに、青年
たちが持つ「若々しさ、力強さ、勇
ましさ」を舞台で発揮することに
より、明日のより良い郷土を創る
ことを目的としています。ぜひ、
地元のた
めに活躍
している
若人たち
を見に来
てくださ
い。
■日時　２月13日（日）９：00 ～
■場所　サンビーム日和ヶ丘
■内容　郷土芸能、創作芸能など
■出演　西湊鬼楽太鼓、石崎豊年
　　　　太鼓、能登國涌浦七士な
　　　　ど
■入場料　無料（申込不要）
　　石川県青年団協議会
　　　　　　　　?076-252-7178

   『市民公開講座 in なかじま 
 　　　　　―　認知症の予防・早期発見の時代　―』のご案内

　認知症予防と早期発見をテーマとした市民公開講座を開催します。
　金沢大学神経内科が平成18年度より七尾市中島町で展開している認知症
に関する取り組み（なかじまプロジェクト）のご紹介や、御供田幸子一座に
よる「もの忘れ」にまつわる演劇公演を予定しています。予約不要・入場無
料です。皆さんのご来場をお待ちしています。
■日時　２月27日（日）　９:30開場　10:00開演　12：10終演
■場所　能登演劇堂
■プログラム
　【講演】　演題「平成22年度もの忘れ健診結果報告」
　　講師　篠原もえ子氏
　　　（金沢大学大学院脳老化・神経病態学（神経内科学））
　【講演】演題「認知症の早期発見、治療と予防」
　　講師　山田正仁氏
　　　（金沢大学大学院脳老化・神経病態学（神経内科学）教授）
　【演劇】演劇「なかじま一家のたのしい日々」　
　　公演：御供田幸子一座　　監修：横川正美
　　　（金沢大学医薬保健研究域保健学系（理学療法）准教授）
　　金沢大学大学院医学系研究科　脳老化・神経病態学（神経内科学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?076-265-2292

 介護福祉士国家試験（実技）を受
験する方を対象に準備講習会を開
催します。
■日時　２月19日（土）
■場所　青山彩光苑
■日時　２月20日（日）
■場所　松寿園（小松市）
■日時　２月23日（水）
　　　　２月24日（木）
■場所　福祉総合研修センター
　　　　　　　　　　（金沢市）
■参加費　各3,150円
■定員　30人（先着順）
　　　石川県福祉人材センター
　　　　　　　　?076-234-1151




