あなたのアイデアから
七尾市成人式がスタートする！
★実行委員会のメンバー大募集★
平成24年１月に成人式を迎える
皆さんで実行委員会を結成し、成
人式を行います。自分たちの成人
式を創りましょう。
「 やってみよ
う」と思う人や興味のある人など、
お気軽にお電話ください。

平成23年成人式実行委員会メンバー

生涯学習スポーツ課
☎68−6595

市営住宅入居者および
補欠者募集
■募集住宅
・奥原住宅
・馬場住宅
・古府住宅
・大津住宅
・古府シルバー ・相馬住宅
・後畠住宅
・中島住宅
・後畠シルバー ・要貝住宅
・和倉住宅
・舘山住宅
・万行シルバー、
障がい者向け
・万行住宅・代本住宅
（特公賃）
■家賃など
※所得に応じ10,000円〜 62,000円
※別途駐車料金の設定有
※入居時に家賃３カ月分の敷金
■募集期限
４月19日
（火） 17：15まで

定住促進住宅入居者募集【随時】
■募集住宅および家賃
・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）
※別途駐車料金の設定有
※入居時に家賃３カ月分の敷金
市営住宅・定住促進住宅申込資格
詳しくはお問い合わせください。
都市建築課 ☎53−8429

募

集

ゆーりんピック2011美術工芸展
美術工芸作品を募集
『ゆーりんピック2011』が５月
13日(金) 〜 15日(日)の３日間、石
川県庁で開催されます。
『ゆーりんピック2011』とは昨
年石川県で開催された
『ねんりん
ピック2010』の趣旨を継承し、高
齢者の健康づくりと生きがいの高
揚を図ることを目的に開催しま
す。
内容は、
スポーツ・文化交流大会、
美術工芸作品展です。
そこで、高齢者の創作による美
術工芸作品を募集します。
■出品資格
アマチュアで60歳以上の人（昭
和27年４月１日以前生まれ）
■出品点数
１人１作品(出品者により創作
されたもので未発表のもの)
■募集作品
日本画・洋画・彫刻・工芸・書・
写真(規格の詳細はお問い合わせ
ください)
■申込締切 ４月22日(金)
福祉課 ☎53−8463
ゆーりんピック2011スポーツ・
文化交流大会出場 七尾市選手募集
『ゆーりんピック2011』スポー
ツ・文化交流大会に出場する選手
を募集します。ぜひ、この機会に
日ごろの練習の成果を発揮してみ
ませんか。
■ 開 催 日 ５ 月14日（ 土 ）
15（日）、18日（水）ほか
■場所 金沢市、
白山市ほか
■競技 卓球、ゲートボール、ペタ
ンク、還暦野球、サッカー、グラ
ウンドゴルフ、囲碁、将棋、健康
マージャンほか
※スポーツ20種目、文化４種目
■対象者 60歳以上
（昭和27年４月１日以前生まれ）
■申込期限 ４月22日(金)
※詳細は各競技団体または福祉課
へお問い合わせください。
福祉課 ☎53−8463

市 の 人

口

平成 23 年 2 月 28 日現在
先月比較（△＝減）
世
人

帯
口

21,889 世帯（△ 29）
58,812 人 （△ 94）
男
27,905 人 （△ 47）
女
30,907 人 （△ 47）
年齢別人口
0 〜 20 歳 10,296 人
21 〜 64 歳 31,588 人
65 歳〜
16,928 人
転 入 54 人 転 出 97 人
出 生 24 人 死 亡 75 人
婚 姻 13 件

納税のお知らせ
固定資産税・都市計画税（１期）
納期限：５月２日（月）

今月の『税務通信』
今月はお休みです。

愛 の 献

血

今月の献血はありません。

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

16

情

報

ラ

ン

ド
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農村レストラン試食会の開催
のと蘭ノ国では、４月より地元
生産者と女性加工グループが集
まり、七尾の食材を使ったブュッ
フェスタイルの
「農村レストラン」
を開業します。
■日時 ４月29日
（金・祝）
第1部 11：30 〜
第2部 13：00 〜
■場所 のと蘭ノ国
■参加費 500円
（各先着40人）
■内容 七尾産食材をふんだんに
使った伝承料理や健康料理をバ
イキング形式で提供します。
※なお、
第1部につきましては、
完
全予約制となっています。詳細
につきましては、ホームページ
をご覧ください。
のと蘭ノ国

のと蘭ノ国

検索

☎54−0300

市民バレーボールの集い春季大会
参加チームの募集
仲間と一緒に汗を流しませんか！
■日時 ５月15日
（日）
９：00 〜
■場所 七尾城山体育館
■参加費 １チーム 5,000円
■申込期限 ５月６日
（金）
必着
■抽選会 ５月11日（水）19：30
矢田郷公民館 和室
七尾市バレーボール協会
☎080−3043−4060（岡島）
ふれあい看護体験参加者募集
■実施時期 ５月８日
（日）
〜 14日（土）
■対象者 一般社会人、
学生
（中学生以上）
など
■応募方法 官製ハガキに住所、
氏名、
年齢、
性別職業、学校名、
学年、
電話番号、
洋服のサイズ
（S・M・L）
、
参加希望日または施設名を記入し、
申し込みください。
■申込期限 ４月11日
（月）
（社）
石川県看護協会
『ふれあい看護体験』
係
〒920−0931
金沢市兼六元町３番69号
☎076−232−3573
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2011.4 月号

のとでバンブーバスターやらんけ
〜竹との戦い春の陣出陣！
ちびっこバスターズ〜
増え続ける竹を切って森を元気
にするお手伝いをしませんか？
ナタやノコギリを使った工作・
竹筒で炊いたご飯での昼食もご用
意しています。能登を元気に！み
んなの力をかしてください！
■日時 ５月８日（日）
９：00 〜 15：00
■対象 小学４年〜中学生
（保護者も参加可能）
■場所 羽咋市
ちびっ子自然センター
■定員 30人（先着順）
■締切 ４月30日（土）
■費用 1,000円（大人小人同額、
昼食・保険料込み)
■申込方法 メールで下記の内容
を入力して、送信してください。
①参加者氏名
②性別③学年
④住所
⑤保護者氏名
⑥連絡先（自宅・携帯電話）
☎090−7589−3022たいま
yarankenoto@mail.goo.ne.jp
国税専門官を募集
■試験日
１次試験
２次試験

６月12日（日）
７月19日（火）〜
26日（火）

■受験資格
①昭和57年４月２日から
平成２年４月１日生まれの人
②平成２年４月２日以降生まれの
人で次に掲げる人
(1)大学を卒業した人および平
成24年３月までに大学を卒
業する見込みの人
(2)人事院が(1)に掲げる人と同
等の資格があると認める人
■受験申込期間
４月１日（金）〜 14日（木）
金沢国税局人事第二課
☎076−231−2131
七尾税務署総務課
☎52−3382

能登演劇堂友の会

会員募集

今年も話題作が目白押し！そん
な話題作を観劇しませんか？入
会すると、年４回
（平成23年４月
〜 24年３月）の友の会対象公演を
“お得”に観劇いただけます。
観劇日も公演期間３日間の中か
らあなたの生活スタイルに合わせ、
ご自由にお選びいただけます。
■年会費 18,000円
※１公演あたり一般入場料6,500
円・7,000円 公 演 を『4,500円 』で
観劇できます。
（月々 1,500円の分
割払い可。途中入会可）
※高校生以下は年会費10,000円
■会員特典
①観劇日を公演期間の中から自由
に指定できます。
（観劇日が公演日
に近い場合、指定できないことが
あります）
②友の会対象公演は同伴の人がい
る場合、会員席に隣接した座席を
ご用意します。
（席数限定・一般入
場料金となります）
③一般公演のご予約に会員優先で
席を用意します。
（ご予約多数の場
合は、ご用意できない場合があり
ます）
④会員芳名板にお名前を記載しま
す。
演劇堂

検索

（財）演劇のまち振興事業団
☎66−2323
田鶴浜高校 学校開放講座
『心と体の健康づくり』
田鶴浜高校では特色を生かした
学校開放講座を開講しています。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
■日時
５月14日（土）健康チェック
５月21日（土）健康体操
５月28日（土）心身リフレッシュ
13：30 〜 16：30
■場所 田鶴浜高校
■受講料 400円
■定員
20人（先着順）
■申込期限 ５月９日（月）
田鶴浜高校総務課
☎68−3116

