七尾市健康福祉審議会の各分科会委員を募集
福祉を充実するため、
市民協働の立場から幅広い市民参画が必要です。
■募集人員（各２人）※内２人は、健康福祉審議会委員を兼務
①地域福祉分科会
地域福祉計画に関すること
②高齢者福祉分科会 老人福祉計画、
介護保険事業計画に関すること
③障害者福祉分科会 障害者福祉計画、
障害福祉計画に関すること
④児童福祉分科会
児童福祉総合計画に関すること
⑤保健医療分科会
健康増進計画に関すること
■委員の任期 ３年（平成24年４月１日〜平成27年３月31日）
■報 酬 6,000円/ １回
■応募資格 七尾市に在住する満20歳以上の人
（平成24年４月１日現在）
■応募方法 七尾市ホームページまたは福祉課、七尾サンライフプラザ保健
センター、各市民センターにある応募用紙で提出してください。
■応募期限 ３月23日（金）
必着
福祉課 ☎53−8463

能登和倉万葉の里マラソン
ウォーク2012

市民ネットワークの輪を広げま
せんか！

■日時

積極的な参加団体を募集してい
ます。
■対象
会員などが３人以上の団体
■目的
①加入団体相互のネットワーク
づくり
②情報収集および提供
③行政と連携した啓発事業
④各団体などの自主的な活動支援
■内容
①男女共同参画の集いなどの参加
②市民ネットワークニュースの発刊
③企業セミナーの実施
男女共同参画室☎52−5222

３月11日
（日）
雨天決行
10：30 〜（受付9：30）
■参加費 大人（市内） 800円
（市外） 1,500円
小学生以下
100円
※小学生以下は保護者同伴
■コース 10km、
５km
■参加賞 スポーツタオル
牡蠣鍋、
牡蠣貝
※小学生以下は牡蠣鍋のみ
※当日も受付できます。
七尾ウォーキング協会
☎53−2190

フォトコンテスト 2012
■募集題材
能登和倉万葉の里マラソン
2012の行事全般
・ランナーの表情、走る姿
・観戦者の応援する姿
・ボランティアする人の姿
・大会会場のコース沿道の魅力
■応募方法
サイズ 4つ切〜ワイド４つ切
出品点数 １人３点まで
申込期限 ３月28日
（水）
※当日消印有効
※応募要項を必ずご覧になってか
ら応募してください。
■入賞
入賞者には賞状と七尾市の特産
品を贈呈します。
観光交流課 ☎53−8436

第12回石川県障害者スポーツ
大会参加者募集
■開催日 ５月27日（日）
■場所 西部緑地公園陸上競技場
いしかわ総合スポーツセンター
ほか
■対象者 県内に在住、在勤、
在学
の障害（身体・知的・精神）のあ
る人（ただし、平成24年４月１
日現在満13歳以上の人）
■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
■申込期限 ３月22日
（木）
福祉課
☎53−8464 FAX53−5990

募

集

「協働のまちづくり推進事業」
選考委員を募集
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。
■申込期限 ３月23日（金）
■任期 平成24年４月〜 25年３月
■申込方法 お電話でお問い合わ
せください。
市民男女協働課☎53−8633

自衛官募集
平成24年度の自衛隊幹部候補生
の募集を開始しています。
■申込期限 ４月27日
（金）
■応募資格 22歳以上26歳未満
（平成25年４月１日現在）
第１次試験
５月12日（土）筆記試験
５月13日（日）筆記式操縦適性
検査（飛行要員希望者のみ）
第２次試験
６月12日（火）〜指定する日
自衛隊石川地方協力本部
七尾出張所 ☎53−1691

広報ななお
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市営住宅入居および補欠者募集
【随時募集】

市有地を一般競争入札により売却します
公売物件【番号は物件番号】
物件
番号

区分

物件所在地

①

土地 小丸山台

②

土地 富岡町

③

土地 能登島半浦町壱五 41番6
建物 （旧西島保育園）

地目

3丁目73番
82番6

地積 ( ㎡ ) 用途指定

予定価格（円）
（最低売却価格）

宅地

107.12

第1種
住居地域

2,200,000

宅地

122.38

近隣商業
地域

4,100,000

宅地

1,392.07

なし

3,100,000

延床面積

601.60

■申込期限 ３月21日（水） 17：00まで
【必着】
■申込場所 七尾市役所本庁４階 総務課 管財・用地室
■申込方法 一般競争入札参加申込書及び添付書類を申込期限までに提出し
てください。
入札説明会
■日時 ３月16日（金）10：00 〜
■場所 七尾市役所３階302会議室
■その他 現地説明会は実施しませんので、
市ホームページを参考にしてくだ
さい。
（③は、
事前に連絡があれば、建物内部を案内します。
）
入札日
■日時 ３月22日（木） ①10：00 〜
②10：30 〜
③11：00 〜
（番号は上記の物件番号です。
）
■場所 七尾市役所３階302会議室
※入札日当日は、見積した金額の100分の5以上の額の入札保証金が必要です。
※これ以外にも、先着順で売却中の物件があります。お問い合わせください。
総務課 管財・用地室 ☎53−8747

『知ってほしい！
大腸がんのこと』
増え続けるがんの中でも、大腸
がんは急激に増えています。
七尾市では、毎年20 〜 30人が
大腸がんで命を落としており、死
亡率は県平均と比べて高い傾向に
あります。
大腸がんの正しい知識が学べる
講演会を開催します、お気軽にご
参加ください。
■日時 ３月15日
（木）
14：00 〜 15：30
■場所 七尾サンライフプラザ
視聴覚室
■費用 無料
■講師 公立能登総合病院
副院長 牛島 聡 医師
■申込期限 ３月９日
（金）
※申し込みは、下記までご連絡く
ださい。
健康推進課 ☎53−3623
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「遊び

玩具のヒストリー
〜昭和・平成〜」

昔のあそび体験
竹とんぼを飛ばしたり、メンコ
をしたり、ぜひご家族で参加して
ください。
■日時 ３月11日（日）
13：00 〜 16：00
■場所 フォーラム七尾
■内容 竹とんぼ作り
講師 寺本幸生さん
メンコ、トントン相撲な
どで遊びます。
※同じ会場で「770（ななお）
のひな人形展」も行っています。
■開催期間 ３月15日
（木）まで
文化財課 ☎53−8437
第１回770のひな人形展開催
委員会事務局 ☎54−0770

■募集住宅
・古府住宅 １戸
・代本住宅 １戸
■募集期限 ３月16日
（金）
都市建築課☎53−8429

お知らせ
地域で活動する
高齢者グループに助成します
〜高齢者グループデイ事業〜
高齢者が生きがいを持って活動
する場づくりや、ゆったりと話を
しながら過ごす場づくりなどをす
る高齢者グループを支援します。
地域で高齢者同士が気軽に集
い、自主的な活動を通じて生きが
いを高めましょう！
■対象 おおむね65歳以上で５
人以上のグループ
■活動内容 レクリエーション、
趣味活動、交流会
※原則、週１回以上の活動
■補助金額 活動場所により下記
のとおり交付します
公民館： 24,000円／年
集会所： 36,000円／年
個人宅： 60,000円／年
空店舗：180,000円／年
補助金の申請は、３月中にご相
談ください
福祉課 ☎53−8463

子ども手当の申請受付は
３月30日
（金）
まで
平成23年10月からの制度改正
のため全受給者から認定請求書を
提出していただいていました。
3月30日（金）を過ぎると、平成
23年10月までさかのぼって手当
を受け取ることができませんので
ご注意ください。
まだの人は至急申請を行ってく
ださい。
（土日祝日は除く）
子育て支援課 ☎53−8445

