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NANAO

平成25年12月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,190世帯（△35）
人　口 57,068人（△96）
　男　 27,005人（△48）
　女　 30,063人（△48）
年齢別人口
0 ～20歳 9,559人
21～64歳 29,381人
65歳～ 18,128人
転入 54人 転出 105人
出生 24人 死亡 70人
婚姻 14件 そのほか  1人

市の人口

固定資産税・都市計画税（4期）
国民健康保険税（ 8期）
※納期限： 2月28日㈮

納税のお知らせ

「税情報ななお　第 6号」回覧
～ 2月17日㈪から
申告受付が始まります！～

今月の『税情報ななお』

■日時　 2月 8日㈯
10：00～ 12：00 13：00～ 16：00
■場所　  さつき苑
　　　　（田鶴浜町）

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

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　 2人 
臨床工学技士　 2人

■申込期限　 3月11日㈫まで
■試験日　随時
問 総務課　☎52-8749

募集

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
　後畠住宅　15,100円～ 38,100円
　後畠シルバー住宅　
　　　　　　15,100円～ 31,100円
　代本住宅　51,400円～ 54,400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
■申込期限　 2月18日㈫まで
※詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429

「ななおの里山里海」
伝承料理を知ろう
料理教室の開催～青柏祭「でか山ごっつお」～
　今回の料理教室では「押し寿司」
「煮しめ」「こぶた」を作ります。
■日時　 2月23日㈰
　　　　 9：00 ～ 12：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　28人（先着順）
■講師　伊藤美英子氏
■参加費　500円
■持ち物　  エプロン、三角巾、タオ

ル 3枚
問 七尾市里山里海会議
　 （里山里海振興課内） ☎53-8005

交流地域情報
富山県高岡市交流情報
冬の国宝瑞龍寺夜の祈りと大福市
　山門、仏殿、法堂がさまざまな光
によって表情を変え、幻想的に輝
く姿が夜の闇に浮かび上がりま
す。門前では県内外の特産物が販
売されますので、ぜひ、お越しくだ
さい。
■日時　 2月 8日㈯～ 9日㈰
  17：30 ～ 20：30（大福市は17：00 ～）
■入場料　前売券350円（当日券500円）
■場所　瑞龍寺とその周辺
問   瑞龍寺夜の祈り実行委員会
　 ☎0766-22-2226

富山県氷見市交流情報
「まるまげ祭り」参加者募集
　まるまげ祭りは、幸せな結婚を
願った芸妓たちが、人妻を象徴す
る「まるまげ」を結って千手寺の観
音様に願掛けをしたのが由来で
す。現在は、独身女性が、華やかな
着物にまるまげ姿でまちを練り歩
き、千手寺に参拝します。
■日時　 4月17日㈭
■申込期限　 3月14日㈮
※詳細はお問い合わせください。
問   氷見市観光協会　☎0767-74-5250
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なかじまプロジェクト
市民公開講座
　認知症はさまざまな病気によっ
て引き起こされ、病型によって症
状や治療も異なります。山田正仁
教授による講演会や、認知症高齢
者とその家族の暮らしを、地域ぐ
るみで支えることの大切さを描い
た作品「老いを生きる」を上映しま
す。会場までの無料バスを運行し
ますので、詳細はお問い合わせく
ださい。
■日時　  2 月23日㈰
  10：30 ～（10:00開場）
■場所　七尾サンライフプラザ
■講演　  「認知症の原因となる病

気とその特徴」
■講師　  山田正仁氏（金沢大学脳

老化・神経病態学教授）
■映画　「老いを生きる」
■費用　無料
問     金沢大学神経内科なかじま
　 プロジェクト
　 ☎070-6956-1828　柚木（ゆうき）
　 健康推進課　☎53-3623

お知らせ

「七尾未来こども基金」
～寄付のお礼と協力のお願い～
　七尾市小中学校退職校長会で
は、平成25年10月に「七尾未来こど
も基金」を設立。未来を担う子ど
もたちを応援するため、これまで
に多くの皆さんから、ご支援、ご協
力をいただき、ありがとうござい
ました。
　今後も皆さんからの寄付を募り
たいと思いますので、引き続きご
支援、ご協力をお願いします。
　また、スーパーどくたくでは、「ど
んたく1％クラブ」事業に加え、市
内 6店舗で「七尾未来こども基金」
の募金箱を設置しましたので、併せ
て募金の協力を、よろしくお願いし
ます。

問    七尾市小中学校退職校長会
　 ☎52-9110

不用品活用銀行
■ゆずります
　  マットレス、机( 2 脚)、スポーツ
バッグ(黒) 、ぬいぐるみ(30㎝・
3体)

■ゆずってください
　  むしろ編み機、自転車、食器棚、
タンス、テーブル、イス、こたつ
布団一式、ウエストポーチ、ぶら
下がり健康器具( 2 台)、子ども
用自転車(補助輪付)、野球グ
ローブ(大人用・ 2個)、脚立( 1
ｍ)
※電気製品は取扱不可
※登録期限は 6カ月
※  交渉の成立・不成立は必ず環境
課までご連絡ください。

問   環境課　☎53-8421

消防団招集時に、
サイレンが鳴る場所を
変更します
　七尾市緊急防災情報告知システ
ム整備に伴い、消防団の招集時に
鳴るサイレンは、近隣の緊急防災
情報告知システム（屋外スピー
カー）に一部変更となります。
■変更日　 3月 1日㈯～
※  2 月15日㈯午前10時に市内一斉
にサイレンの試験を行います。
また、防災ラジオからも放送さ
れます。（ケーブルテレビななお
に加入している世帯で、ラジオ
を同軸ケーブルに接続し、屋外
拡声器のチャンネルを選択した
場合）

問   消防本部警防課　☎53-0119

風しん予防接種費用の
助成は 3月31日まで
　妊婦さんが風しんに感染しない
よう予防接種費用の助成を行って
いますので、早目の手続きをお願
いします。
■対象者
　  市民で「妊婦の配偶者」または
「昭和43年 4 月 2 日～平成 7 年
4 月 1 日生まれの妊娠を希望
する女性」
■接種助成の申請期限
 3 月31日㈪まで
※申請期限を過ぎると助成できま
　せん。
※  詳細は七尾市ホームページをご
覧ください。

問   健康推進課　☎53-3623

市長談話室
～市政への思いやアイデアを
 お聞かせください～
■日時　 2月13日㈭
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　七尾市役所
■日時　 2月25日㈫
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　中島市民センター
■申込期限　開催日の 1週間前
※ 1組30分以内
※  公務で中止になる場合があります。
問   広報広聴課　☎53-8423
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