
12広報ななお

　　　　　　　　　　　　　　　　 里山里海に親しむ田舎体験
 　　　　　ななお参加者募集
【第１弾　西岸地区
　　　     田植え＆虫送り体験】

市営住宅入居者および
 　　　 補欠者募集【随時募集】
定住促進住宅入居者募集
　　　　　　　       【随時募集】

■日時　
  ６月11日（土）～
　　　　12日（日）
　　　　１泊２日
■場所　七尾市西岸
　　　　地区の田ん
　　　　ぼおよび西岸公民館周辺
■対象　小学生と保護者
■定員　10組20人（先着順）
■宿泊　中島オートキャンプ場　
　　　　（ケビン予定）
■参加費　6,500円（大人・子ど
　　　　　も同額・１泊３食込）
■申込期限　６月10日(金)

　
七尾市子ども農山漁村交流
　　　　プロジェクト推進協議会
     （観光交流課内）   ☎53－8436

平成23年度産業化資源可能性
　　　　　　　調査事業の募集
　中小企業などが地域資源を活用
した製品開発や、国・県などの施
策を活用した事業に結びつけるた
めの必要な予備的な調査（市場調
査、事業可能性調査など）の支援を
行います。
■補助事業者　
　七尾市内に事業所を有する中小
企業、または企業の振興に係る事
業を行う団体で次の要件を満たす
もの。
①石川県に指定された地域資源な
　どを活用して事業計画を考えて
　いること。
②中小企業であって従業員が50
　人以下であること。
■補助額　上限50万円
■補助率　２／３
■公募期限　６月30日(木)
※審査会により選考します。
　応募方法や申請書類など詳細に
　ついてはご連絡ください。
    　産業振興課    ☎53－8565

 市営募集住宅
・古府住宅　13,300円～ 25,500円
　　　　　　　　　　　　　３戸
・大津住宅　18,500円～ 33,300円
　　　　　　　　　　　　　１戸
・代本住宅（特公賃）　   61,000円
　　　　　　　　　　　　　１戸
■募集期限　６月17日（金）
 定住促進募集住宅および家賃など
・七尾定住促進住宅　　35,000円
　　　（石崎町香島）
・田鶴浜定住促進住宅　14,000円
　　　　　（舟尾町）
・中島定住促進住宅　　30,000円
　　　（中島町浜田）
・能登島定住促進住宅　30,000円
　　（能登島向田町）
 市営住宅・定住促進住宅の
　その他のお知らせ
※市営住宅の家賃は所得に応じて
　決定
※別途駐車料金の設定有
※入居時に家賃３カ月分の敷金
※申込み資格有
　詳しくはお問い合わせください。

  都市建築課   ☎53－8429

『らくらくエアロビクス教室・
　　　　　夏教室』参加者募集
　６月から７月の毎週木曜日に
『らくらくエアロビクス教室・夏
教室』を開催します。運動不足の
人、健康に関心のある人、家族や友
達など、お気軽に参加してくださ
い。（男性もＯＫ！）
■日時　６月９日（木）～
　　　　　　　７月28日（木）
　　　　　　19：00～ 20：30
■場所　七尾総合市民体育館
■会費　2,000円（全８回）
■持ち物　運動のしやすい服装で
　内履きシューズ、タオル、水分補
　給用の飲み物を持参してくださ
　い。

    七尾総合市民体育館
　　　　　　　　　☎53－4242

　　　　　　　　外国の友達を作ろう！
ＪＡＰＡＮ　ＴＥＮＴ
 　　　ホストファミリー募集
　今年で24回目を迎えるジャパ
ンテント。日本に留学中の学生が
県内各地に集います。
　そこで留学生を「家族の一員」と
して迎えていただけるホストファ
ミリーを募集します。
　留学生のほとんどは日本語が話
せます。立派な部屋やベッド、ま
た特別な料理も必要ありません。
普段の生活の中での触れ合いを求
めています。初めての人でも大丈
夫。この夏、世界の友達を作りま
せんか？新しい世界が広がるかも
しれませんよ！
■受入期間　８月18日（木）～
　　　　　　　　　　21日（日）
■申込期限　６月30日（木）
■申込方法　お問い合わせくださ
　　　　　　い。

   市民男女協働課
　　　　　　　　　☎53－8633

　元気なとき
から心身の老
化を防ぐ生活
『介護予防』を
はじめませんか。
■日時・内容（全４回）
　①７月14日（木）
　　13：30～ 15：00
　　『動脈硬化について』
　②７月21日（木）
　　10：00～ 11：30
　　『歯と心身の健康について』
　③８月４日（木）
　　10：00～ 11：30
　　『音楽療法』
　④８月11日（木）
　　10：00～ 11：30
　　『筋力アップ体操』
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　保健センター
■対象　65歳以上の人
■費用　無料
■申込期限　７月11日（月）

    健康推進課   ☎53－3623

 みんなのあんしん健康講座の開催
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どんな昆虫がいるのかな？
 　　　　　昆虫観察をしよう
　夜の灯りに集まる昆虫たちを一
緒に観察してみませんか？　
■日時　７月９日（土）
 　　　　　　18：30～ 21：30
■場所　南大呑地区
■定員　若干名
■費用　無料
■申込期限　７月１日（金）
■集合場所　七尾市役所

　環境安全課    ☎53－8421

「あいの風海岸清掃統一活動」
　　　海岸清掃への協力と募集
　地球規模で環境問題への関心が
高まっている中、美しい渚と沿岸
漁業資源の保全を目的として、海
岸一斉清掃を実施します。特に今
年は、７月３日（日）を重点日とし
て崎山・南北大吞・能登島地区を
対象として行いますので、ご参加
ください。　
　なお、他の地区・各種団体など
で海岸清掃を行う場合には、ゴミ
袋を提供しますので、お問い合わ
せください。
    　環境安全課    ☎53－8421
　　農林水産課    ☎53－8422

　　　　　　　　第１回ジュニア・エコノミー
　　　　　　カレッジinななお
『みんなは未来の大社長』
　　　　　　　　　参加者募集
　小学生に仮想の株式会社を設立
させ、計画を立て実際に販売を行
い、利益を生み出し納税・配当を
行う起業体験プログラムです。
■日時　８月７日（日）～
　　　　　10月16日（日）全４回
■場所　七尾商工会議所ほか
■対象者　七尾市内小学校
　　　　　５年生・６年生
■定員　１チーム５人を13チー
　　　　ム
■参加費　１人5,000円
　　（受講費、１泊２日合宿など）
■申込期間　６月20日（月）～
　　　　　　７月15日（金）必着

　七尾商工会議所青年部　
　　　　　　　　　☎54－8888

七尾市障害者フライングディスク 
　　　　　　大会参加者募集！
　障害のある人が競技を通じてス
ポーツの楽しさを体験することや
自立と社会参加を促進することを
目的として開催します。
■日時　７月２日（土）9：30～
■場所　七尾総合市民体育館
■競技種目　フライングディスク      
                      ペタンク、輪投げ
■参加資格　市内に在住、在勤、在
　学または障害福祉施設などに通
　所する障害のある人
■申込期限　６月13日（月）

　福祉課    ☎53－8464
　　　　　　  FAX53－5990

イベントイベベントイベント
歯っピーライフ♪　8020
歯科健康フェスティバルの開催
　80歳までに自分の歯を20本以
上保つためには、日ごろから自分
の歯に関心を持ち、むし歯や歯周
病予防に取り組むことが大切です。
　家族そろってお越しください。
■日時　６月26日（日）
 　　　　　　９：00～ 12：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■内容　歯科検診、歯科相談
　          子どものフッ素塗布など
■費用　無料
    　健康推進課　☎53－3623

　　　　　　　　第６回市民健康フォーラム
『生き活きハッピーライフ・
      ようこそ食と健康の世界へ』
■日時　６月26日（日）
                      10：00 ～ 12：00
■場所　中島市民センター
■講師　室木俊美氏（室木歯科口
　　　　腔外科医院　院長）ほか
　　最近話題の『噛むCome健康
　法』とは？あなたも若く美しく
　ハッピーになれる！
～めざせ80才まで20本の歯を～
■入場料　無料
　お気軽にご参加ください。
    　中島ロータリークラブ
                  ☎090－2098－4505

お知らせ
七尾市農業委員会
 　　　　委員選挙のお知らせ
■告示日　７月３日（日）
■投票日　７月10日（日）
■投票できる人　
　市内で農業を営み、農業委員
会委員選挙人名簿に登録され
ている20歳以上（平成23年３月
31日現在）の人

 期日前投票　　
■日時　７月４日（月）～
　　　　　　　７月９日（土）
　　　　　　８：30～ 20：00
■場所　
・第１選挙区　
   第２選挙区（七尾地区）
   七尾市役所（本庁）
・第３選挙区（田鶴浜地区）　　
　田鶴浜市民センター
・第４選挙区（中島地区）　　　
　中島農村環境改善センター
・第５選挙区（能登島地区）　　
　能登島市民センター
  立候補届受付　
■日時　７月３日（日）　
                      ８：30～ 17：00
■場所　七尾市役所（本庁）
    　選挙管理委員会事務局
               （総務課内）☎53－1111

会社・法人に関する登記事務の
　　　　　　窓口が変更します
  金沢地方法務局七尾支局が管轄
する会社・法人に関する登記事務
は、６月20日（月）から金沢地方法
務局登記部門に変更されます。
　会社・法人登記の登記事項証明
書、印鑑証明書の交付事務は引き
続き七尾支局で取り扱いますが、
登記事項要約書の交付事務は取り
扱いません。
　なお、不動産の登記事務につい
ては取り扱いの変更はありません。
   　金沢地方法務局登記部門
                     ☎076－292－7821
       金沢地方法務局七尾支局
                     ☎0767－53－1720




