災害ボランティアコーディネーター
養成研修会開催
災害時に、災害対策ボランティ
ア現地本部で活動に関わることが
できる、災害ボランティアコー
ディネーターを養成します。
■日時 ６月23日㈯～ 24日㈰
10：00 ～ 16：30
■場所 県生涯学習センター
能登分室
（能登空港ターミナルビル）
■対象者 18歳以上の石川県在住
の人で２日間受講できる人
■定員 50人（先着順）
■講師 ＮＰＯ法人にいがた災害
ボランティアネットワーク
事務局長 李仁鉄氏
■費用 無料
■申込期限 ５月30日㈬

募集
七尾市国民健康保険
運営協議会 委員募集
国民健康保険事業の重要事項な
どを審議し、運営の適正かつ健全
化を図る目的で、国民健康保険運
営協議会委員を募集します。
■被保険者代表の委員 ４人
（国民健康保険の被保険者の人）
■公益を代表する委員 ４人
（学識経験者、各種団体の長、
またはその団体に所属する人）
■委員任期 平成24年６月１日～
平成26年５月31日
■応募期限 ５月21日㈪
※応募する際には、履歴書が必要
となります。
保険課

☎53-8420
…

石川県県民交流課
☎076-225-1365
石川県ＮＰＯ活動支援センター
☎076-223-9558
…

手話奉仕員養成講座
（基礎課程）受講者募集
入門課程で学んだ簡単なあいさ
つや自己紹介などを活かして、基
礎的な手話を学び、聴覚障害者と
コミュニケーションを深めてみま
せんか。
■日時 ６月15日㈮～12月７日㈮
19：00 ～ 21：00
（金曜日開催：全24回）
■場所 七尾サンライフプラザ
■対象 七尾市在住で手話奉仕員
入門課程を修了した人、または
入門課程修了者と同等の知識・
技術があると認められた人
■定員 20人（先着順）
■受講料 7,270円
（テキスト代含む）
七尾市社会福祉協議会
☎52-2099 FAX53-4100

消費者と農業者との交流会
（親子田植え体験）
親子がともに田植えの体験を通
じてお米の大切さとおいしさを学
んでもらうための農家との交流会
を開催します。
■日時 ６月２日㈯
９：30 ～ 13：00
■集合場所 希望の丘公園
■定員 30人（先着順）
■費用 無料
■申込期限 ５月18日㈮
中能登農林総合事務所
☎52-5522
…

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20日㈰９：00 ～
■場所 城山体育館
■参加費 ５,000円（１チーム）
■申込期限 ５月14日㈪
七尾市バレーボール協会
☎080-3043-4060（岡島）

情報

ランド
と募集
今月のお知らせ

市の人口
平成24年３月31日現在
先月比較（△＝減）
世 帯 21,830世帯 （△ 14）
人 口 57,796人
（△200）
男
27,426人
（△122）
女
30,370人
（△ 78）
年齢別人口
０～ 20歳
9,929人
21～ 64歳
30,631人
65歳～
17,236人
転 出 388人
転 入 216人
出 生 27人
死 亡
57人
婚 姻 19件

納税のお知らせ
軽自動車税（全期）
納期限：５月31日㈭

今月の『税情報ななお』
今月はお休みです。

愛の献血
今月の献血はありません。
献血の詳しい情報は
石川県赤十字血液センター

今月の
ベスト
ショット

検索

氣多本宮曳山奉幣祭
ちょんこ山

広報ななお
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上下水道課からの新情報

羽咋市

＊

第25回千里浜ちびっこ駅伝
［日
［場

時］ ６月17日㈰ 9：30 ～
所］ 千里浜なぎさドライブウェイ

参加チーム募集中
［申込期限］
５月21日㈪
［参加費］
5,000円/チーム
千里浜ちびっこ駅伝実行委員会 ☎0767-22-5333
志賀町

＊

健康ウオーク
［日

時］ ６月３日㈰ 7：30 ～（受付7：00）

［場 所］ 志賀町保健福祉センター集合
［コース］
弁天島散策コース（５㎞）
［申込・参加費] 不要
『 健 康 は 歩 くこ と か
ら』をテーマに、健康
ウォークを開催します。
志賀町保健福祉センター

上下水道課

郷土史研究会記念講演会

＊

５月12日㈯ 14：00 ～
ラピア鹿島 ミューズホール
中世邑知地溝帯の荘園と村落
東四柳 史明 氏（金沢学院大学文学部教授）
無料

中能登町郷土史研究会（岩尾忠） ☎ 77-1097
宝達志水町

宝達山

＊

春のフォトコンテスト

［テ ー マ］ 宝達山の新緑
［応募規定］ プリントしたＡ４判サイズの写真
※作品は返却しません。
［申込期限］
５、６月の２カ月間

宝達志水町役場ふるさと振興室
☎0767-29-8250
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☎53-8430
…

☎0767-32-0339

中能登町

［日 時］
［場 所］
［演 題］
［講 師］
［参加費］

七尾処理区の一部で下水処理が
できるようになりました。宅内排
水設備の接続をお願いします。
■供用開始個所
・西藤橋町・矢田町
・大和町 ・万行町
■供用開始日 ３月29日㈭
上下水道課 ☎53-8466
平成24年度下水道工事予定個所
次の一部で下水道工事を予定し
ていますのでお知らせします。
■工事箇所
・和倉町・西藤橋町・本府中町
・大手町・大和町 ・矢田町
・万行町 ほか
※詳しい工事予定個所などはお問
い合わせください。
※七尾市ホームページでもご覧い
ただけます。
※一部変更となる場合があります
のでご了承ください。

介護タクシーをご利用
ください
高齢者や介助が必要な人が安心
して外出できるよう、市内のタク
シー事業者（石川交通㈱、丸一タク
シー㈱マリン交通）が国の支援を
活用し、介護タクシーを導入しま
した。
日常の買い物や通院、各種施設
への送迎などの負担が軽減されま
す。ぜひご利用ください。
七尾市地域公共交通協議会
（企画財政課内）☎53-1117

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。
■日時 ６月３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

お知らせ
不用品活用銀行
ゆずります
スキー板５組、スキーストック２
組、革靴（24.5cm）、二段ベッド、エ
アロバイク、勉強机、イス
ゆずってください
チャイルドシート（０歳から使え
るもの）、こたつ布団一式（長方形
型）、ミシン（足踏み式、電動でない
もの）、車いす
※電気製品は取扱不可
※登録期限は６カ月
※交渉の成立・不成立は必ずご連
絡ください。
環境安全課

☎53-8421
…

地域自立支援協議会
職場体験実習チャレンジワーク
就労を目指して活動している障
害者の皆さん向けに、職場体験実
習制度を立ち上げました。
どんな仕事が良いか？と不安を
抱いている人は、ご活用ください。
■協力企業 七尾市、中能登町内
の９社（４月１日現在）
さいこうえん障害者就業・
生活支援センター
☎52-0517 FAX52-0515

