
交流だより
高岡御車山祭
　高岡市の伝統工芸の粋を集め
た、豪華絢爛な７基の御車山がま
ちなかを巡行します。
　４月30日の宵祭では、御車山の
ライトアップ展示も行います。
■日時　５月１日㈬
　　　　奉曳　11：00 ～ 18：00
　　　　勢揃い式　12：00
■場所　山町一帯・片原町周辺

　高岡市観光交流課
　　☎0766-20-1301

お知らせ
コミュニティ助成事業
　自治意識を高める地域活動など
の事業費に助成しています。
　平成24年度は、以下の団体に助
成されました。
・石崎豊年太鼓
　響友会
　（太鼓の整備）
・二穴町会
　（神輿改修、獅子舞の整備）

　企画財政課　☎53-1117
　　　　　　   …  　　　　　　

固定資産の価格など
縦覧できます
■縦覧期限　４月30日㈫
■縦覧場所
　税務課　　　　　　☎53-8415
　田鶴浜市民センター☎68-3131
　中島市民センター　☎66-1111
　能登島市民センター☎84-1111
■必要なもの
・印鑑および本人確認ができる公

的証明書類（運転免許証など）
・納税者の代理人が縦覧する場合

は委任状
※平成25年度固定資産税・都市計

画税の納付書および課税明細書
などは、４月上旬に発送します。
　税務課　☎53-8415

ゆーりんぴっく2013出場選手募集 
（スポーツ・文化交流大会）

■開催日　５月18日㈯
　　　　　　　19日㈰ほか
■場所　金沢市、野々市市ほか
■競技　スポーツ22種目
　卓球、テニス、ゲートボール
　ペタンク、マラソンなど
　文化５種目　囲碁、将棋など
■対象者　60歳以上
　（昭和29年４月１日以前生まれ）
■申込期限　４月16日㈫

　福祉課　☎53-8463
　　　　　　   …  　　　　　　

新成人者が主役
★七尾市成人式実行委員会

メンバー大募集★
　平成26年１月に成人式を迎える
皆さんで実行委員会を結成し、成
人式を行います。自分たちの成人
式を創りませんか。「やってみよ
う」と思う人、連絡お待ちしてい
ます。

　生涯学習スポーツ課　
　　☎53-3661

イベント
春本番！桜を見ながら
公園の中を散歩しよう！
　希望の丘公園でスタンプラリー
をします。たくさんの参加をお待
ちしています。
■日時
　４月20日㈯、21日㈰
　10：00 ～ 15：00（荒天中止）
■場所　　　希望の丘公園
■申込方法　当日管理事務所で
　　　　　　受付
■費用　無料
※小学生以下先着300人に参加賞
　があります。

　希望の丘公園管理事務所
　　☎52-9266

ゆーりんぴっく2013美術展
作品募集
　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2013』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、県内で開催され
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26回全国健康
福祉祭（高知県で開催）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29年4
月1日以前生まれ）

■出品点数　１人１作品(出品者
が創作されたもので
未発表のもの)

■募集作品　日本画・洋画・彫刻・
　　　　　　工芸・書・写真
■展示期間　５月17日㈮
　　　　　　　～ 19日㈰
■展示場所　石川県庁19階
■申込期限　４月16日㈫
※詳細はお問い合わせください。

　福祉課　☎53-8463
　　　　　　   …  　　　　　　

でか山と花嫁のれんウォーク
参加者募集
■日時　５月４日（土・祝）
　　　　９：00 ～
　　　（受付８：00 ～小雨決行）
■集合場所　能登食祭市場横の広場
■コース
　①でか山・花嫁のれん・山の寺
　　寺院群コース（10km）
　②でか山・花嫁のれんコース
　　（５km）
■参加費　高校生以上　500円
　　　　　小・中学生　100円
■申込方法　ファクス
■申込期限　４月20日㈯
※参加者にめった汁を提供。
※当日参加希望の人は、直接お越
　しください。

　七尾ウオーキング協会
　　☎・Fax53-2190

24広報ななお



がん検診の案内が変わります
　毎年５月上旬にがん検診のご案
内をしている封筒の宛名が、今年
から「七尾市にお住まいのみなさ
まへ」と変更となります。
　封入されたハガキでがん検診を
お申し込みください。

（重要書類）
■封入物　
　・がん検診の案内状
　　(日程・申し込み方法など)
　・がん検診の申し込みハガキ
　・個人情報保護シール

　健康推進課　☎53-3623
　　　　　　   …  　　　　　　

平成25年度石川県交通事故相談
■日時　毎月第２･ ４火曜日
　　　　13：00 ～ 15：00
■場所　能登空港
　　　　奥能登行政センター
※日程などが変更となる場合があ

りますので、事前に電話で確認
をお願いします。
　石川県庁相談コーナー

　　☎076-225-1690
　　　　　　   …  　　　　　　

民間賃貸住宅にお住まい
の子育て世帯や新婚世帯を応援！
　中学生までの子育て世帯や３年
以内の新婚世帯で低額所得の人を
対象に、家賃の一部として月額
10,000円（上限）を助成します。
　詳しくはお問合せください。

　都市建築課　☎53-8429
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４月１日からケーブルテレビななおCコース内ハイビジョン化を開始！
～月額利用料は変わらず～
　ケーブルテレビななおＣコース内のチャンネルで、24チャンネル中
11チャンネルがハイビジョン化し、綺麗な映像でお楽しみいただける
ようになりました。
　ハイビジョン化に伴い、チャンネル番号が変更となりますので、ご注
意ください。ご不明な点がありましたら、お気軽にお電話ください。

■ハイビジョン化したチャンネル一覧
No ジャンル チャンネル チャンネル名
1 アニメ 582 アニマックス　ＨＤ
2

スポーツ

532 ＪＳＰＯＲＴＳ２　ＨＤ
3 534 スカイ・Ａ sports+　ＨＤ
4 535 ＧＡＯＲＡ　ＨＤ
5 536 日テレＧ+　ＨＤ
6 537 ゴルフネットワーク　ＨＤ
7

映画

550 チャンネルＮＥＣＯ　ＨＤ
8 552 日本映画専門チャンネル　ＨＤ
9 556 ムービープラス　ＨＤ

10 559 ザ・シネマ　ＨＤ

11 ド キ ュ メ ン
タリー 596 ディスカバリーチャンネル

ハイビジョン
※デジタルテレビで視聴されている場合
　テレビとＳＴＢ（セットトップボックス）との接続は、ピンコード
　（黄、赤、白）よりＨＤＭＩケーブル（市内電器店などでお求めいた

だけます。）をお勧めします。
　ケーブルテレビ推進室　☎84-0155

マイホームを検討されている人へ　～耳よりなお知らせ～
　市内で、一戸建て住宅を新築するための資金を借り入れた人に奨励金
を交付する『定住促進住宅取得奨励金』制度が４月１日から変わります。
■変更前
　対象者　　　市内建築業者で一戸建て住宅を
　　　　　　　新築または購入した50歳以下の人
　奨励金の額　借入額の５％（上限50万円）
　※三世代同居の場合はさらに５％加算（上限50万円）
■変更後

対象者　　　建築業者や年齢の制限を廃止
奨励金の額　借入額の３％（上限30万円）
　※中古住宅の場合は１％（上限10万円）
次の要件に該当する人は、奨励金がそれぞれ加算さ
れます。
・市内建築業者で新築…借入額の２％（上限20万円）
・市外から転入…………借入額の２％（上限20万円）
・中学生以下の子どもが同居一人につき借入額の１％（上限10万円）
・「向陽タウンはまだ」で新築…建設費用の20％（上限200万円）
　都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　




