
能登島ガラス美術館
ボランティア募集
■ボランティア内容
　イベント補助
　展示室での順路案内
■募集条件
　・高校生以上

・事前説明会（年間１回）に参
加できる人

　※１回の活動時間は２時間30分
　※賃金、交通費なし　
　※全日活動の場合、昼食あり
■特典

活動１回につき、１年間有効の
展覧会招待券２枚と併設喫茶店
内で使えるコーヒー・紅茶50円
割引券２枚贈呈

■申込期限　２月28日㈭
　能登島ガラス美術館

　　☎84-1175
　　　　　　   …  　 　　　　　

市民大学講座特別編
楽しい韓国・ハングル講座
　姉妹都市金泉市派遣職員と一緒
に韓国語や文化を学びませんか？
■日時　２月６日㈬～３月６日㈬
　　　　毎週水曜日　全５回
　　　　10：00 ～ 11：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　15人程度
■講師　金

キム

　賢
ヒョンジュ

珠　氏
　　　　（金泉市派遣職員）
■費用　無料

　市民男女協働課　☎53-8633
　　生涯学習スポーツ課
　　☎53-3661
　　　　　　   …  　 　　　　　

市営住宅入居者および
補欠者募集【随時募集】
■募集住宅
　・古府住宅　３戸
　・後畠住宅　１戸
　・相馬住宅　１戸
　・代本住宅　１戸
■申込期限　１月18日㈮

　都市建築課　☎53-8429

募 集
牡蠣フェスティバル
出店者大募集！
　能登和倉万葉の里マラソンと同
時開催の「牡蠣フェスティバル」
会場で、飲食物を販売する出店者
を募集します。
■日時　３月10日㈰
　　　　８：30 ～ 18：00
■場所　大会特設会場
　　　　（あえの風駐車場）
■出店料　１小間　30,000円～
　　　　　　（入札方式）
■申込期限　１月18日㈮
■注意事項　申込多数の場合、お
　　　　　　受けできない場合が
　　　　　　あります。

　観光交流課　☎53-8424
　　　　　　   …  　 　　　　　

七尾鹿島広域圏事務組合
職員募集！
　職員の欠員補充などに対応する
ため、職員を追加募集します。
■職種　　　薬剤師３人
■試験日　　応募された人に個別
　　　　　　に案内します。
■受験資格　詳細は、お問い合わ
　　　　　　せください。

　公立能登総合病院総務課
　　☎52-8749
　　　　　　   …  　 　　　　　

食育サポーター募集
　食育活動のお手伝いをしてくだ
さる食育サポーター（無償ボラン
ティア）を募集します。
■期間　１月７日㈪～１月31日㈭
■対象　市民で、食育に関心のあ
　　　　る人
■内容　野菜の苗植え・収穫
　　　　調理体験の補助など
■定員　若干名
■任期　平成25年４月から１年間
　　　　（登録制）
※お電話でお申し込みください。

　健康推進課　☎53-3623

情報
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今月のお知らせと募集

 市の人口 　 　

平成24年11月30日現在
先月比較　※外国人含む
世　帯　22,253世帯 （△２）
人　口　57,948人 （△45）
　男　　27,392人 （△11）
　女　　30,556人 （△34）
年齢別人口
　０～ 20歳 9,841人
　21～ 64歳 30,480人
　65歳～ 17,627人
転　入　74人　　転　出　  92人
出　生　39人　　死　亡　　66人
婚　姻　27件　  

 納税のお知らせ 　 　

市・県民税（４期）
国民健康保険税（７期）
＊納期限：１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 検索

今月の
ベスト
ショット

8広報ななお

田鶴浜保育園表現会



平成25・26年度 七尾市競争入札
参加資格審査申請（工事・業務・
物品）の受付開始
■受付期間　１月４日㈮～
　　　　　　１月31日㈭

※申請に関する詳細は、総務課
窓口または、市ホームページ
に掲載しています。

※受付期間以降の申請は、受付
を行いませんので、ご注意く
ださい。

　 七尾市　入札 検索

　総務課　☎53-1118
　　　　　　   …  　 　　　　　

平成25年度償却資産
（固定資産税）の申告

　固定資産税の課税対象である償
却資産（事業用の機械、構築物、
備品、工具、運搬具など）を市内
に所有している法人または個人
は、毎年１月１日現在の所有状況
の申告をお願いします。
　なお、平成23年度に申告をした
人には、12月中旬ごろ申告に必要
な書類を郵送しています。新規事
業者など、新たに申告が必要とな
る人には、関係書類を郵送します
のでご連絡ください。
■申告期限　１月31日㈭

　税務課　☎53-8415
　　　　　　   …  　 　　　　　

桜の苗木の配布
春を感じる桜を植樹しませんか
■苗木　大漁桜、神代曙、紅華
　　　　など（高さ約1.5ｍ）
■配布対象　町会、公民館、各種
　　　　　　団体などの団体
■植樹場所　市内全域
■条件

次のすべての条件を満たしてい
る団体に配布します。
①植樹する土地所有者の了解を

得てください。
②申込者で植樹し、植樹後の管

理者を決めてください。
③添え木、肥料などは申込者で

準備してください。
■申込方法　都市建築課または、
　　　　　　市ホームページにあ

る申込用紙に記入し
提出してください。

■申込期限　１月31日㈭
■配布予定　３月中旬
※希望本数、品種、配布時期は生

育状況により、ご希望に添えな
い場合があります。

　都市建築課　☎53-8469
　　　　　　   …  　 　　　　　

イベント
第８回  市民バレーボール祭
　仲間と一緒に汗を流しませんか？
■日時　２月10日㈰　９:00 ～
■場所　田鶴浜体育館
■対象　市内在住・勤務・通学し
　　　　ている人
■参加費　４,000円（１チーム）
■申込期限　２月１日㈮
■抽選日時　２月６日㈬
　　　　　　19：30
■抽選場所　田鶴浜公民館
■ルール　変則６人制、
　　　　　５号ボール使用など

　七尾市バレーボール協会　
　　☎090-5682-8403（作井）
　　　　　　   …  　 　　　　　

交流だより
第27回日本海高岡なべ祭り
　地場産業の技術で作った直径２
ｍの大鍋で、カニやエビなどをは
じめとする新鮮な魚介類と、野菜
を盛り込んだ豪快な鍋が楽しめま
す。お買物ラリーなどのイベント
もお楽しみください。
■日時　１月12日㈯～ 13日㈰
　　　　11：00 ～ 16：00
■場所　高岡市中心市街地

　日本海高岡なべ祭り
　　実行委員会　☎0766-20-0555
　　　　　　   …  　 　　　　　

お知らせ
井戸水などを使用されている人へ
　下水道を利用している家庭で、
井戸水などを使用（併用含む）し
ている場合は、申告した世帯人数

（現在お住まいの人数）を基に、
下水道使用料を計算しています。
　家族の転出や転入などで世帯人
数に変更が生じた場合、速やかに
上下水道課または市民センターに
変更の届け出をお願いします。

　上下水道課　☎53-8466

I N F O R M A T I O N
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超えろ！特定健診受診率65％
七尾市国保特定健診受診率：38.0％（11月末現在）

　特定健診の追加健診が決定！受診していない人は、ぜひこの機会に！

■追加集団健診の日程（平成24年度、最後の実施!!）
地　区 健診日 場　　所 受付時間

中　島 １月19日㈯ すこやか ９：00 ～ 11：00

七　尾
１月31日㈭ 七尾サンライフプラザ

９：00 ～ 11：00
２月３日㈰ 七尾サンライフプラザ

※七尾市国民健康保険加入の対象者に、ご案内をお送りします。
※七尾市国民健康保険以外の保険に加入している人は、当日特定健診受

診券と被保険者証を必ずお持ちください。１つでもない場合は、受診
できません。

※がん検診は実施していません。
　保険課　☎53-8420

↗


