
おいしい野菜を作りませんか！ 
市民農園の利用者を募集
■使用期間　４月～翌年３月31日
■場所

①多根やまびこ農園（多根町）
　１区画　60㎡（約20坪）
　使用料　6,000円
②古府ふれあい農園（古府町）
　１区画　32㎡（約10坪）
　使用料　5,000円
■対象者　七尾市在住で、自分で
　　　　　野菜や花を栽培してみ
　　　　　たい人
■栽培禁止作物　植木、果樹
■募集期間　３月12日㈫～ 26日㈫
※応募多数の場合は抽選です。
　農林水産課　☎53-8422
　　　　　　   …  　　　　　　

募 集
第13回石川県障害者スポーツ大会
参加者募集！
■日時　５月26日㈰
■場所　西部緑地公園陸上競技場
　　　　いしかわ総合スポーツセ
　　　　ンター（金沢市）ほか
■競技　陸上、水泳、ボウリング
　　　　バレーボール、卓球など
■対象者　県内に在住、在勤、在
　　　　　学の障害者（身体・知
　　　　　的・精神）
※４月１日現在で満13歳以上の人
■申込期限　３月18日㈪
　福祉課　☎53-8464
　　　　　　FAX 53-5990
　　　　　　   …  　　　　　　

情報
ランド
今月のお知らせと募

集

 市の人口 　 　

平成25年１月31日現在
先月比較（△＝減）※外国人含む
世　帯　22,213世帯 （△  8）
人　口　57,770人 （△ 82）
　男　　27,320人 （△ 39）
　女　　30,450人 （△ 43）
年齢別人口
　０～ 20歳 9,784人
　21～ 64歳 30,298人
　65歳～ 17,688人
転　入　 69人　　　転　出　88人
出　生　26人　　　死　亡　89人
婚　姻　11件　

 納税のお知らせ 　 　

国民健康保険税（９期）
＊納期限　４月１日㈪

 今月の『税情報ななお』  
今月はお休みです。

 愛の献血 　 　

３月26日㈫　10:00 ～ 12:00
　七尾鹿島広域圏事務組合
　消防本部（つつじが浜）

３月26日㈫　13:30 ～ 16:00
　株式会社スギヨ（府中町）

献血の詳しい情報は
石川県赤十字血液センター 検索

16広報ななお

㊗ 第148回直木賞受賞記念　楽しく学ぼう！「等伯」講座
内　容 日　程 集合場所

安土桃山時代の画聖
「等伯」の生涯を熱く語る ３月17日㈰ ワークパル七尾

長谷川等伯の足跡を訪ねる
「等伯」と山の寺寺院群 ３月24日㈰ 山の寺駐車場

「等伯」と七尾城 ３月31日㈰ 七尾城本丸駐車場
　※時間は全て13：00 ～ 15：00
■定員　各講座35人（先着順）　■受講料　無料
■申込期限　３月15日㈮
　観光ボランティアガイドはろうななお　☎53-8633

自衛隊幹部候補生募集
試　験 第１次試験 第２次試験
申込期限 ４月26日㈮

応募資格
大学卒業程度試験：22歳以上26歳未満の者
大学院卒業者試験：修士課程修了者などで、28歳未満の者

試験期日
５月11日㈯　筆記試験
５月12日㈰　筆記式操縦適性検査
（飛行要員希望者のみ）

６月11日㈫～６月14日㈮
の間の指定する日

試験会場
自衛隊石川地方協力本部
（金沢市）

全国の主要都市などで実施。
（細部は、別途本人通知）

　※年齢は、平成26年４月１日現在
　自衛隊石川地方協力本部　七尾出張所　☎53-1691

市営住宅入居者および補欠者募集【随時募集】
■募集住宅　万行住宅１戸、万行住宅（シルバー）１戸、代本住宅１戸
■申込期限　３月18日㈪
　都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　



ひとり親家庭を支援します！
母子家庭・父子家庭対象

■児童扶養手当

　平成24年８月から、児童扶養手
当の支給対象者に、配偶者からの
暴力（ＤＶ）で「裁判所からの保
護命令」を受けた児童が加わりま
した。公的年金を受けている人は
対象外です。
■ひとり親家庭医療費助成制度

　保険診療分にかかる医療費か
ら、自己負担を差引いた金額を助
成します。
（中学生までは自己負担なし）
■ひとり親家庭放課後児童クラブ

　利用料助成制度

　小学校１～３年生のお子さんが
放課後児童クラブを利用している
人で、児童扶養手当またはひとり
親医療費の助成を受けている人が
対象です。
母子家庭対象
■高等技能訓練促進費等支給制度

　看護師・介護福祉士・保育士
理学療法士・作業療法士の資格取
得に給付を支給します。
■自立支援教育訓練費支給制度

　就業に結びつく可能性が高い講
座（パソコン・医療事務など）を
受講した場合、修了後に受給費用
の２割相当額を支給します。
※各制度には、所得制限がありま
す。また、手当を受けるには、
申請手続きが必要です。
※必要な書類などは、お問い合わ
せください。
　子育て支援課　☎53-8445

交流だより
高岡桜まつり
　コシノヒガン、ソメイヨシノな
ど18種類、約1,800本の桜が咲き
誇り、夜は大小約800基のぼんぼ
りに灯がともります。
■日時　４月１日㈪～ 21日㈰
　ぼんぼり点灯時間 18：30 ～ 23：00
■場所　高岡古城公園
　高岡市観光協会
　　☎0766-20-1547

お知らせ
七尾駅前自転車駐車場の
利用申し込み
　４月からの七尾駅前自転車駐車
場の利用申し込み手続きは、次の
とおりです。
■受付　３月18日㈪～随時
　※土日祝日は除く
■時間　８：30 ～ 17：15
■受付台数　100台(予定)
　　　　　　身障者用５台有
■必要なもの

・防犯登録番号（車体番号）
・認印
・身障者の人は身障手帳など証明
できるもの
■注意事項

①市内、羽咋市、中能登町にある
高校へ通学中（予定）の生徒は
学校を通じて申し出てください。
②平成24年度利用者も、再申し込
みが必要です。
　環境安全課　☎53-8468

イベント
七尾☆のじマーケット
　御祓川大通りの活性化を目的と
したフリーマーケットです。
■日時

　・３月24日㈰
　・４月28日㈰
　・５月26日㈰
　・６月23日㈰
　　８：00 ～ 13：00（小雨決行）
■出店者募集

　「七尾☆のじマーケット」の目
的や運営方針をご理解していただ
ける人なら大歓迎です。
七尾☆のじマーケット 検索

フェイスブックページ
「のじマーケット本店舗」
　のじマーケット本店舗
　　☎080-3761-4255
　　　　　　   …  　　　　　　

第10回石川県NOTOピアノコンクール 
入賞者演奏会
　10回目の開催を記念して、第１
回から今回までの各部門の最優秀
者とオーケストラの共演。第10回
コンクール入賞者によるピアノソ
ロ演奏があります。
■日時　４月７日㈰  12:30～18:40
■場所　七尾サンライフプラザ
■入場料　無料
　石川県ＮＯＴＯピアノコンクール事務局
　　（ミヤコ音楽堂）☎53-0001
　　　　　　   …  　　　　　　

石川県縦断ピアノコンサート 
2013in七尾

■日時　４月21日㈰　14：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
■出演　・ゲストピアニスト
　　　　　青柳　晋　氏
　　　　・オーディション合格者
　　　　・ヤングピアニスト
■入場料　一般　1,000 円
　　　　　高校生以下　500 円
　（公財）七尾市公共施設
　　管理公社　☎ 53-1160
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スマイルコンサート2013
　七尾市内中学校吹奏楽部と一般吹奏楽グループの合同コンサートです。

■日　時　３月24日㈰　12:30開場　13:00開演
■場　所　サンビーム日和ヶ丘　大ホール
■入場料　無料
■出演団体　朝日中学校、七尾東部中学校、能登香島中学校
　　　　　　田鶴浜中学校、七尾吹奏楽団、Greenpiece
　　　　　　ki-mamaカルテット、中能登奏友会
　七尾吹奏楽団　☎57-2357（稲田）
　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　


