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速報

NANAO
第３回『ななお景観賞』募集
　皆さんの周りで雰囲気のいい建
物や、続けられている地域活動は
ありませんか？
　「ななお景観賞」は、このような
建物や活動を表彰するものです。
■募集対象
　① 2 年以上地域の美化運動や緑

化などの活動を続けているもの
　②周辺景観と調和した建物など
　（ 5 年以内に新築や増改築な
どを行ったもの）

　

■応募方法
応募用紙は市役所、市民セン
ターおよび公民館にあります。
（市ホームページからもダウン
ロードできます）

■募集期限　 7月31日㈬（必着）
■発表　12月に新聞などで発表
　 都市建築課　☎53-8469

第３回ジュニア・エコノミー
カレッジ in ななお
『みんなは未来の大社長』
参加者募集
　小学生が模擬株式会社を設立し、ビ
ジネスプラン（仕入れ・販売計画）を作
成し、資本金と借入金を元手に実際に
販売を行い、利益分配、会社の解散を行
う起業体験プログラムです。（全４回）
■日時　 8月 4日㈰～10月20日㈰
■場所　七尾商工会議所ほか
■対象者　市内小学校
　　　　　 5年生・ 6年生
■定員　１チーム 5人を13チーム
■参加費　１人5,000円
　　　　　（受講費、合宿費など）
■募集期限　6月17日㈪～ 7月12日㈮

　　　七尾商工会議所青年部
　　　☎54-8888

調理師を目指しませんか！
平成25年度調理師試験準備講習会
調理師試験準備講習会　全４日間
■日時　 8月 1日㈭、2日㈮、
　　　　 8日㈭、9日㈮
　　　　 9：00 ～ 16：00
■場所　羽咋勤労者総合福祉センター
■料金　27,000円（教材含む）
　 石川県調理師会羽咋支部
　 ☎080-2957-5550（山田）

募集

問

公立能登総合病院
職員募集
■専門職
　薬剤師 4 人
　臨床検査技師 1 人
　作業療法士 1 人
　臨床工学技士 １人
　助産師 2 人程度
　看護師 14人程度
■募集期限
　 6月17日㈪～ 7月23日㈫
■試験日　 7月28日㈰
　 　  公立能登総合病院
　 　  総務課　☎52-8749

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　 6月18日㈫
※申込資格・間取りなど、詳しく
はお問い合わせください。
　 都市建築課　☎53-8429

交流情報（氷見市）
「ひみキトキトまんが道大賞」
作品募集
　藤子不ニ雄Ⓐ先生の出身地であ
る氷見市では、まんがを生かした
まちづくりを進めるため、コンテ
スト「ひみキトキトまんが道大賞」
のまんが作品を募集します。
■テーマ　自由
■募集期限　 6月28日㈮必着
■表彰　大賞（副賞15万円）、
一般部門：優秀賞（副賞 5万円）・
佳作（副賞 2万円）
ジュニア部門：優秀賞（副賞　
図書カード 3 万円相当）・佳作
（副賞図書カード 1万円相当）
■審査委員長　藤子不二雄Ⓐ先生
※詳しくは、氷見市ホームページ
をご確認ください。
　 氷見市企画政策課
　 ☎0766-74-8011

NANAOファンを増やそう！
魅力発信プロジェクト
～行政提案型協働事業公募～
　市が提案するテーマに基づく事
業を、市内で活動する団体などに取
り組んでいただく事業です。団体か
ら企画提案を受け、実施内容を決
定。市と協力連携して取り組んでい
ただける団体を公募します。
■目的
　①市が行う事業のうち、市民が

主体的に行うことで効果的な
取組みを実現する

　②市民ニーズに合った公共サー
ビスを提供する

■内容
　市民レポーター養成講座の開催
　など
■応募要件
　①市内で活動する 5 人以上の団

体など
　②活動実績があることなど
■募集期限　 6月28日㈮必着
※詳細はお問い合わせください。
　 市民男女協働課　☎53-8633

地域審議会の委員募集
　地域審議会とは、合併で行政区域が拡大した市の施策に、地域住民の意見を反
映させるために、旧１市３町の区域を単位として設置された市の附属機関です。
■地域審議会の主な役割
　「七尾市まちづくり計画」の変更や執行状況など、市長の諮問に応じて審議・答
申したり、必要と認める事項に市長に対し意見を述べたりします。
■募集人数および内容
　・地域審議会（七尾、田鶴浜、中島、能登島）ごとに若干名
　・任期　 2年
　・会議　毎年 2回程度
■応募資格　七尾市民で、平成 6年 4月 1日以前に生まれた人
■募集期限　 6月 6日㈭～ 6月17日㈪（当日消印有効）
■応募方法　本庁・市民センター窓口に備え付けの応募用紙（市ホームペー

ジからダウンロード可能）に必要事項を記入のうえ、提出して
ください。（ＦＡＸ・メール可）

■決定方法　選考して決定します。
　　　企画財政課 ☎53-1117 Fax53-1819 E-mail：kikakuzaisei@city.nanao.lg.jp

石川県警察官採用募集

※「卒業見込み」とは、現在履修中または今後履修可能な科目の単位をすべ
て取得したと仮定した場合に平成26年 3 月までに卒業が可能であること
をいい、学校による卒業見込みの認定とは関係ありません。
※詳細はお問い合わせください。
　 石川県警察本部　☎076-225-0110  七尾警察署　☎53-0110

市の人口

平成25年 4 月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,220世帯（39）
人　口 57,492人（24）
　男　 27,196人（21）
　女　 30,296人（ 3 ）
年齢別人口
0 ～20歳 9,676人
21～64歳 29,973人
65歳～ 17,843人
転入 213人 転出 146人
出生 30人 死亡   75人
婚姻 17件 そのほか   2 人

納税のお知らせ

市・県民税（１期）
＊納期限： 7 月 1 日㈪

今月の『税情報ななお』

「税情報ななお　第１号」回覧
～市・県民税の納税通知書を
6 月14日㈮に送付します！～

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

愛の献血

■日時　 6 月 9 日㈰
9：30～12：00 13：00～15：00
■場所　七尾サンライフプラザ

第２回ななお景観賞受賞作品

飯川町の大欅と街並み

本宮保育園新築

問・申

問

警察官Ａ
女性警察官Ａ

昭和57年 4 月 2 日～平成 5年 4月 1日
までに生まれた人
大学卒業および平成26年 3 月までに卒
業見込みの人

6月19日㈬まで
筆記試験
7月14日㈰
体力試験
7月20日㈯

警察官Ｂ
女性警察官Ｂ

昭和57年 4 月 2 日～平成 8年 4月 1日
までに生まれた人
大学卒業および平成26年 3 月までに卒
業見込みの人を除く

8月 5日㈪
～ 9月 3日㈫

筆記試験
9月22日㈰
体力試験
9月28日㈯

区分 受　験　資　格 受付期間 第１次試験日
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問 問

問・申

問
問・申

20七尾ごころ21 七尾ごころ


