ゆーりんピック2012スポーツ・
文化交流大会出場七尾市選手募集
■開催日

５月19日㈯
５月20日㈰ほか
■場所 金沢市、野々市市ほか
■競技内容 卓球、テニス、
ゲートボール、ペタンク、マラ
ソンなど22種目
囲碁、将棋など文化5種目
■対象者 60歳以上の人
（昭和28年４月１日以前生まれ）
■申込期限 ４月25日㈬
※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㈭

定住促進住宅入居者募集【随時】
■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）
※別途駐車料金の設定有
※入居時に家賃３カ月分の敷金
詳細はお問い合わせください。
都市建築課

☎53-8429

募集
でか山と花嫁のれん
ウォーク参加者募集
■日時

５月４日（金・祝）
９：00 〜
（受付８：00 〜小雨決行）
■集合場所 能登食祭市場の広場
■コース
①でか山・花嫁のれん・山の寺
寺院群コース（10㎞）
②でか山・花嫁のれんコース
（５㎞ )
■参加費
七尾市民 100円
（参加者には「でか山汁」提供）
※参加希望の人は、直接、集合場
所へお越しください。
七尾ウオーキング協会
☎53-2190
…

美術工芸作品を募集します
ゆーりんピック2012
美術工芸展
高齢者の創作による美術工芸作
品を募集します。
『ゆーりんピック2012』とは高
齢者の健康づくりと生きがいの高
揚を図るために、石川県で開催さ
れるスポーツ・文化交流大会、美
術工芸作品展です。
優秀な作品は第25回全国健康福
祉祭に出品されます。
■出品資格 アマチュアで60歳以
上の人
（昭和28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）
■展示期間
５月18日㈮〜 20日㈰
■展示場所 石川県庁19階
■申込期限 ４月25日㈬
福祉課

☎53-8463

情報

ランド
と募集
今月のお知らせ

市の人口
平成24年２月29日現在
先月比較（△＝減）
世 帯 21,844世帯 （△ 9）
人 口 57,996人
（△106）
男
27,548人
（△ 39）
女

30,448人

年齢別人口
０〜 20歳
21〜 64歳
65歳〜
転 入 69人
出 生 27人
婚 姻 23件

（△ 67）

9,983人
30,844人
17,169人
転
死

出
亡

117人
88人

納税のお知らせ
固定資産税 （１期）
納期限：５月１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

能登和倉万葉の里
マラソン2012

広報ななお
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みんなで語ろう七尾のまちづくり
まちづくり基本条例制定記念フォーラム
条例ができて何が変わったか、全国で初めて
まちづくり基本条例を制定したニセコ町に学
び、私たちのまちづくりに活かしましょう。
■日時 ４月15日㈰ 13：30 〜 15：45
■場所 フォーラム七尾大ホール
■内容 東湊小学校児童による「ふるさと」斉唱
第Ⅰ部

ニセコ町 副町長 北澤 剛氏
講演「まちづくり基本条例で、
変わらなかったこと・変わったこと」
まちづくりトーク 武元市長、ニセコ町北澤副町長ほか

第Ⅱ部

まちづくり基本条例推進委員会の委員を募集
七尾市まちづくり基本条例が制定されました。今後「市民が主役
のまちづくり」の推進方法を検討する委員を募集します。
■募集人員 ３人
■募集資格 ①市内に居住している人 ②市内で働いている人
③市内でまちづくり活動をしている人（いずれかに該当する人）
■任期
■申込方法
■募集期限

２年
詳しくはお問い合わせください。申込用紙は、市民男
女協働課窓口または七尾市ホームページにあります。
４月27日㈮必着

市民男女協働課

インターネット公売を開催

七尾市成人式の日程

■公売物件
自動車 １点（２トン保冷車）
陶器
４点
■下見会（自動車のみ）
４月18日㈬ ９：00 〜 16：00
七尾サンライフプラザ駐車場
■参加申込期限
４月12日㈭ 13：00 〜
４月26日㈭ 23：00
■せり売り期限
５月８日㈫ 13：00 〜
５月10日㈭ 23：00
■売却決定日・代金納付期限
５月18日㈮
今回の公売は、ヤフー株式会社
が提供するインターネットオー
クションシステム上で行います。
オークション参加には事前に参加
申込が必要です。詳細は、七尾市
ホームページをご覧ください。

■日程 平成25年１月13日㈰
■式典会場
七尾サンライフプラザ
■対象者
平成４年４月２日から
平成５年４月１日までの期間に
生まれた人
※時間などが決まりましたら、
広報ななおなどでお知らせしま
す。

税務課
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☎53-8633

NANAO 2012.4

☎53-8413

七尾市成人式実行委員会
メンバー大募集
〜あなたの笑顔が七尾を元気にする〜
平成25年１月に成人式を迎える
皆さんが実行委員会を結成し、成
人式を取り行います。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、ご連絡をお待ちし
ています。
生涯学習スポーツ課
☎68-6595
…

お知らせ
子宮頸がん予防ワクチン・ヒ
ブワクチン・小児用肺炎球菌
ワクチン予防接種について
〜平成23年度に引き続き、
平成24年度も助成します〜
■対象者
子宮頸がん予防ワクチン
七尾市に住民票があり、
①中学１年〜３年生および高校１
年生の女子
②高校２年生で平成23年度に１回
以上接種した女子
ヒブ・肺炎球菌ワクチン
七尾市に住民票があり、生後２
か月〜５歳未満で必要回数の接種
を終了していない乳幼児
■接種期限
平成25年３月31日まで
■接種場所 七尾市指定医療機関
※詳細は、お問い合わせください。
健康推進課

☎53-3623
…

看護師募集

平成24年成人式の様子

生涯学習スポーツ課
☎68-6595

看護師を募集します。詳しくは
お問い合わせください。
国立病院機構 七尾病院
☎53-1890

