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NANAO

平成25年 6 月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,223世帯（△15）
人　口 57,401人（△70）
　男　 27,144人（△30）
　女　 30,257人（△40）
年齢別人口
0 ～20歳 9,636人
21～64歳 29,856人
65歳～ 17,909人
転入 85人 転出 122人
出生 25人 死亡 58人
婚姻 23件 そのほか  0人

市の人口

市・県民税（2期）
国民健康保険税（ 2期）
※納期限： 9月 2日㈪

納税のお知らせ

「税情報ななお　第 3号」回覧
～  小型特殊自動車，原動機付自転車
（125㏄以下）の名義変更・車体変
更・廃車などの手続きについて～

今月の『税情報ななお』

■日時　 8月16日㈮
            9：30～16：00
■場所　七尾市役所

愛の献血

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

募集

簿記講座受講者募集
（全20回）
　簿記は、日々の経営活動を記録・
計算・整理して経営成績と財政状
況を明らかにする技能です。
　簿記を理解すると「会計知識」や
「経営管理や分析力」などが身につ
きます。
　さらに公認会計士などを目指す
人にも必須の資格です。
　簿記の基本から学び日商簿記 3
級の試験合格を目指しましょう。
■日時　 9月18日㈬～ 11月8日㈮
　　　　19：00 ～ 21：00
　※祝日を除く月、水、金に開催
■場所　七尾商工会議所
■受講料　5,000円
　　　　　（テキスト代含む）
■試験日　11月17日㈰
※詳細はお問い合わせください。
問  七尾商工会議所　☎54-8888

市営住宅入居者および
補欠者募集
■募集住宅
　奥原住宅　10,000円～ 19,600円
　古府住宅　13,300円～ 33,700円
　代本住宅　51,400円～ 53,900円
■家賃など
　※家賃は所得に応じ決定
　※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　 8 月19日㈪
※詳細はお問い合わせください。
問  都市建築課　☎53-8429

行政提案型協働事業
栄養士による食育教室
～開催希望町会
 ・団体募集！～
　栄養士会では、皆さんの健康な
食生活を応援する食育教室を開
催しています。今年度は、次の
テーマで開催します。町会や女性
会、父母会や各種サークルなど、
団体でお気軽にお申し込みくだ
さい。
■テーマ
　①「必ず役立つ震災食」
　　  災害時に家であるもので作る
便利な調理法を学ぶ講座

　②わいわいキッチン
　　  普段の食事が食べづらい人
や家族の介護食を作ってい
る人、食事づくりに不安があ
る人などと一緒に作って学
ぶ講座

■応募方法
　  希望テーマと日時を決めて、団
体でお申し込みください。

■受講費
　  材料費などの実費は自己負担と
なります。

※詳細は、お問い合わせください。
問  石川県栄養士会能登支部
　 食育グループ　橋本
　 ☎090-2834-0722

自衛隊等募集

募集種目 資 格 受 付 期 間

一般曹候補生 18歳以上27歳未満の
男女 9月 6日㈮まで自衛官候補生

航空学生

高卒（見込含）
21歳未満の男女

防衛大学校学生
（推薦）

9月 5日㈭～ 9月 9日㈪
防衛大学校学生
（総合選抜）

防衛大学校学生
（一般）前期

9月 5日㈭～ 9月30日㈪防衛医科大学校学生

防衛医科大学校看護
学科学生

※防衛医科大学校看護学科学生は平成26年度から新設
　年齢は、平成25年 4 月 1 日現在
問  自衛隊石川地方協力本部七尾出張所　☎53-1691

七尾市みなとまちづくり
推進事業募集
■助成対象事業
　  七尾港周辺地域の回遊性向上に
係る整備事業
■助成金額
　助成対象経費の全額
■助成資格
　  市内に住所があり構成人員 5人
以上の団体など
■申込期限
　  8 月30日㈮
■申込方法
　  産業振興課や七尾商工会議所に
ある申請書と関係書類を添えて
お申し込みください。
■審査
　  9 月に審査します。選定後、通
知します。
※ 詳しくは市ホームページまた
は、お問い合わせください。

問  産業振興課　☎53-8565

「わたしと年金」
エッセイ募集中
　家族などの身近な人と公的年金
制度との関わりをテーマとした
「わたしと年金」のエッセイを募集
しています。
■資格　中学生以上
■募集要領
　1,000 ～ 2,000文字以内
　  氏名、ふりがな、年齢、性別、住
所、電話番号、職業または学校名
を明記の上、郵送または電子
メールで提出してください。
　※  内容は未発表のものに限りま
す。詳しい内容はお問い合わ
せください。

■申込期限　 9月20日㈮
■提出先　〒168-8505
　東京都杉並区高井戸西 3 - 5 -24
　日本年金機構サービス推進部
　サービス推進グループ
　「わたしと年金」担当
問  日本年金機構サービス推進部
 　☎03-5344-1100
　 七尾年金事務所　☎53-6511
　 watashito-nenkin@nenkin.go.jp

県政学習バス（個人）
参加者募集
■対象　  市内に在住している成人

者
■運行コース（日帰り）
　  ①初秋の金沢メロディコース
　　 9月 6日㈮
　②  加賀・伝統工芸の美にふれる
コース

　　 9月26日㈭
　③金沢芸妓の舞堪能コース
　　10月 1 日㈫
　④金沢芸妓の舞堪能コース
　　10月26日㈯
■定員　各コース48人
　　　　（多数の場合は抽選）
■申込期限　 8月21日㈬まで
　　　　　　（当日消印有効）
※詳細はお問い合わせください。
問  石川県中能登総合事務所
 　企画振興課　☎52-6113

等伯に寄す
「集え傑作！伝われ感動」
第59回七尾市美術展覧会
作品募集
■募集
　①ジュニアの部
　　習字・絵画・写真
　②一般の部
　　日本画・洋画・彫刻・工芸
　　書・写真
　※  未発表で自己の制作したもの
に限る

■募集要項・応募用紙
　  七尾市役所、石川県七尾美術館、
七尾市文化協会・池田家、田鶴
浜図書館、市民センター、七尾画
材、カメラのキタムラにありま
す。
■搬入日（作品受付）
　①ジュニアの部
　　日時　10月20日㈰
　　場所　ワークパル七尾
　②一般の部
　　日時　10月29日㈫
　　場所　石川県立七尾美術館
問  内藤雄鵬　☎52-4755

18七尾ごころ19 七尾ごころ


