
環境にやさしいチャレンジ
企業等支援事業募集
　市内企業などが実施する里山里
海の利用保全活動を支援します。
■対象者　七尾市内中小企業者お

　　　　よび個人事業者など
■対象事業　

　創意工夫で、新たな担い手と
して地域の里山里海の利用保全
にかかるモデル的事業
【例】
・里山の森づくり
（植樹・下草刈り・間伐など）
・里海づくりの活動
（海岸清掃・藻場再生など）

■補助額　上限50万円
■補助率　２分の１
■申込期限　７月20日㈮
■審査　審査会で選考します。
※応募方法や申請書類などの詳細

はお問い合わせください。

　産業振興課　☎53-8565
　　　　　　   …  　 　　　　　

環境配慮型施設
整備支援事業募集
　地球温暖化の防止や省エネ効果
の一助として、補助金を交付しま
す。環境に配慮し新たに屋上・壁
面緑化または太陽光発電システム
を設置する市内企業などです。
■対象者　市内中小企業者および
　　　　　個人事業者など
■対象事業　屋上緑化、壁面緑化、
　　　　　　太陽光発電システム
　　　　　　などの設置
■補助額　上限50万円
■補助率　３分の１
■申込期限　７月20日㈮
■審査　書類審査で選考します。
※応募方法や申請書類などの詳細

はお問い合わせください。
　産業振興課　☎53-8565

募 集
七尾鹿島広域圏職員募集
消防吏員

　・消防士（初級・中級・上級）
　　７人程度
　※中級・上級のうち救急救命士

　２人程度
■申込期限　７月23日㈪～
　　　　　　８月10日㈮
■１次試験　９月16日㈰
病院企業職員／専門職
・薬剤師　　　　　　　４人
・臨床検査技師　　　　１人
・理学療法士　　　　　１人
・管理栄養士　　　　　１人
・臨床工学技士　　　　１人
・歯科衛生士　　　　　１人
・看護師　　　　　18人程度
・臨床心理士　　　　　１人

■申込期限　７月17日㈫まで
■試験日　　７月22日㈰
病院企業職員／事務職

　・事務職員（大学卒）　１人
■申込期限　８月17日㈮まで
■１次試験　９月16日㈰

　七尾鹿島広域圏事務組合
　　　（消防）☎52-6448
　　公立能登総合病院
　　　（病院）☎52-8749
　　　　　　   …  　 　　　　　

想いよ、届け！
全能登私の主張発表大会
出場者募集
　日々の生活で感じている、心か
らの想いや考え、感銘を受けた自
分の気持ちを表現しましょう。
■日時　９月９日㈰
■場所　和倉温泉観光会館
■応募資格　七尾市、中能登町に

　　　　　在住する青少年、一
　　　　　般成人

　※勤務、在学者を含む。
■申込期限　８月15日㈬

　文化課　☎53-8437

情報
ランド
今月のお知らせと募

集

 市の人口 　 　

平成24年５月31日現在
先月比較（△＝減）
世　帯　21,919世帯 （　　19）
人　口　57,762人 （△　66）
　男　　27,425人 （△　22）
　女　　30,337人 （△　44）
年齢別人口
　０～ 20歳 9,895人
　21～ 64歳 30,525人
　65歳～ 17,342人
転　入　72人　　転　出　90人
出　生　19人　　死　亡　68人
婚　姻　21件

 納税のお知らせ　 　

固定資産税（２期）
国民健康保険税（１期）
納期限：７月31日㈫

 今月の『税情報ななお』  

「税情報ななお　第２号」回覧
～国民健康保険税の納税通知書
を７月17日㈫に送付します！～

 愛の献血　 　

７月17日㈫　13:30 ～ 16:00
公立能登総合病院

７月26日㈭　10:00 ～ 15:30
能登食祭市場

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索
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就業支援講習会
　ホームヘルパー２級講習会を開
催します。
■日時
　８月19日、26日
　９月２日、９日、23日、30日
　10月14日、21日、28日
　12月９日
　９：30 ～ 16：30
　（全て日曜日）
■場所　ポートサイド七尾
　　　　（矢田新町）
■対象者　母子家庭の母および
　　　　　寡婦
■受講料　無料
　※教材費など自己負担あり
■定員　10人
■申込期限　８月３日㈮
■その他　保育有り（要予約）

　子育て支援課　☎53-8445
　　　　　　   …  　 　　　　　

夏やすみ・のとじま
子どもキャンプ
　海と山に囲まれた能登島でおも
いっきり夏休みを体験しません
か。
■日時　

・第１回　７月24日㈫～
　　　　　　　26日㈭
・第２回　８月７日㈫～
　　　　　　　９日㈭
・第３回　８月20日㈪～
　　　　　　　22日㈬

■申込期限
・第１回　７月10日㈫
・第２回　７月24日㈫
・第３回　８月６日㈪

■費用　15,000円
■対象　小学生
■募集人数　各回20人（先着順）
■申込方法　仮予約申込書を郵送
　　　　　　またはFAX

　七尾市子ども農山漁村交流プ
　　ロジェクト受入協議会
　　☎84-1113　ＦＡＸ84-1311

自衛官募集
■期限　８月１日㈬～９月７日㈮
■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歳以上27歳未満の男女
　・航空学生
　　高校卒業（見込含）で21歳未
　　満の男女

　自衛隊石川地方協力本部
　　七尾出張所　☎53-1691
　　　　　　   …  　 　　　　　

警察官募集
警察官Ｂ・警察官Ｂ(武道指導)
女性警察官Ｂ
■申込期限　７月30日㈪～
　　　　　　８月28日㈫
■第１次試験
　筆記試験　９月16日㈰
　体力試験　９月22日（土・祝）
■受験資格　
　昭和56年４月２日～平成７年４
　月１日までに生まれた人
※大学卒業または平成25年３月ま
　までに卒業見込みの人を除く

　七尾警察署　☎53-4141

手話奉仕員養成講座
（入門課程）

　あいさつや自己紹介など初歩的
な手話から学び、聴覚障害への理
解を深めてみませんか。
■日時　７月24日㈫～
　　　　12月11日㈫
　　　　（毎週火曜日開催 全18回）
　　　　19：00 ～ 21：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　20人（先着順）
■受講料　3,200円
　　　　　（テキスト代含む）
■申込期限　７月17日㈫

　七尾市社会福祉協議会
　　☎52-2099　FAX53-4100
　　　　　　   …  　 　　　　　

夜の昆虫観察会
参加者募集！
　夜の灯りに集まる昆虫たちを皆
さんで観察しましょう。
■日時　７月28日㈯
　　　　19：00 ～ 21：00
■集合場所　七尾市役所
■観察場所　城山
■定員　若干名
■費用　無料
■申込期限　７月17日㈫

　環境安全課　☎53-8421
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七尾検定2012（第4回）申し込み開始!!
　七尾のいろいろなことを学び、検定に挑んでみませんか。
■日時　11月18日㈰　10：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ・七尾市役所ほか
■試験項目・制限時間・出題数
　〇初級　　　　45分･50問（合格：70点以上）
　〇上級・中級　90分･100問（合格：80点以上)
■検定料　無料
■申込期限　10月19日㈮
■申込方法　申込書に次の事項を記入して、お申し込みください。
　①「七尾検定（初級、中級、上級）申し込み」、②氏名・ふりがな
　③性別、④郵便番号、⑤住所、⑥電話番号、⑦生年月日、⑧職業
　（※学生の場合は学年）郵送、FAX、文化課に持参してください。
　※詳細は、チラシ・七尾市ホームページをご覧ください。

　文化課　☎53-8437　ＦＡＸ52-5194
　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　


