
自衛隊員募集
■自衛隊幹部候補生募集
試験 第 1次試験 第 2次試験
応募期限 5月 1日㈮まで

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16日㈯
　筆記試験
5月17日㈰
　筆記式操縦適性検査
　（飛行要員希望者のみ）

6月16日㈫～ 6月19日㈮の
間の指定する日

試験会場
自衛隊石川地方協力本部
（金沢市新神田 4 - 3 -10
新神田合同庁舎）

全国の主要都市で実施しま
す。（細部は、別途本人通知）

※年齢は、平成28年 4 月 1 日現在
■予備自衛官補募集
公募で予備自衛官補として採用し、所定の教育訓練を終了後、予備自衛官と
して任用する制度です。
種目 一般公募 技能公募

内容 後方地域での警備要員など
医療従事者、語学要員、車両整
備士など

受付期限 3月24日㈫まで

受験資格 18歳以上34歳未満の者
18歳以上で別に示す国家資格
などに応じ53歳から55歳未満
の者

※年齢は、平成27年 7 月 1 日現在
問 自衛隊石川地方協力本部　七尾出張所　☎53-1691

はじめての韓国語教室
　七尾・金泉友好協会では、これ
まで姉妹都市韓国金泉市との交流
事業を中心に活動してきました
が、今回、初めて韓国語教室を開催
します。初心者を対象にした教室
です。お気軽に参加してください。
　記号に見えるハングル文字を読
めて書けるようになりますよ。
■日時　 4 月22日㈬～12月23日（水・祝）
　　　　毎月 1回（第 4水曜日）
　　　　19：30 ～ 21：00
■場所　西湊公民館
■定員　25人（先着順）
■申込期限　 4 月21日㈫
■講師　高木伸安
　　　　（韓国金泉市派遣職員）
■費用　  月1,000円（教材、レクリ

エーション代など含む）

問 七尾・金泉友好協会
　 （生涯学習スポーツ課内）
　☎53-3661

第15回石川県障害者
スポーツ大会参加者募集
■日時　 5 月31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
ンターほか

■対象者
　  県内に在住、在勤、在学の障害
（身体・知的・精神）のある人
　  （但し、平成27年 4 月 1 日現在満
13歳以上の人）
■実施競技
　  陸上、水泳、アーチェリー、卓球、
フライングディスク、ボウリン
グ、バレーボール、ボッチャ

■申込期限　 3 月20日㈮
※  申込用紙は石川県ホームページ
からダウンロードしてくださ
い。

問 福祉課　☎53-8464　FAX53-5990

七尾市健康福祉審議会委員および各分科会委員を公募します。
　健康福祉に関する計画策定や重要事項を審議する分科会委員の任期満了
に伴い、新たに委員を公募します。福祉の充実のためには、市民協働の立場
から幅広い市民参画が必要です。ご応募をお待ちしています。
■募集人員（各 2人）　
　①地域福祉分科会　　地域福祉に関すること
　②高齢者福祉分科会　老人福祉計画、介護保険事業計画に関すること
　③障害者福祉分科会　障害者計画、障害福祉計画に関すること
　④児童福祉分科会　　子ども・子育て支援事業計画に関すること
　⑤保健医療分科会　　健康増進計画に関すること
※10人のうち 1人は、健康福祉審議会委員を兼ねます。
■委員の任期　 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで（ 3年）
■報酬　6,000円/ 1 回
■応募資格　七尾市に在住する満20歳以上の人（ 4月 1日現在）
■応募方法　  七尾市ホームページや福祉課、市民センターにある応募用紙

で、提出してください。
■応募期限　 3 月20日㈮必着
■そのほか　応募多数の場合、応募動機や経験などから選考します。
問 福祉課　☎53-8463

情報通！

速報

NANAO

前

平成27年1月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,127世帯（　　 8）
人　口 56,125人（△　63）
　男　 26,567人（△　28）
　女　 29,558人（△　35）
年齢別人口
0 ～20歳 9,264人
21～64歳 28,232人
65歳～ 18,629人
転入 85人 転出 95人
出生 31人 死亡 86人
婚姻 15件 そのほか 2人

市の人口

国民健康保険税（ 9期）
納期限： 3月31日㈫

納税のお知らせ

今月はお休みです。

今月の『税情報ななお』

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

■日時　 3 月27日㈮
　　　　　10：00～ 12：00
　　　　　13：00～ 16：00
■場所　  恵寿総合病院（富岡町）

七尾市消防団員募集
　あなたの力で、自分たちの町を
守りませんか。
　非常勤の特別職地方公務員とし
て、平成27年 1 月末現在、男性387
人、女性13人の団員たちが、火災だ
けではなく、あらゆる災害から、地
域を守るために活動しています。
あなたも世のため人のために働く
消防団で活動してみませんか。
■仕事内容
・火災・風水害などの災害活動
・予防・警戒・訓練活動など
※ 被服（制服、活動服、防寒衣）など
を貸与

※ 分団ごとに募集人数が違うた
め、詳細はお問い合わせくださ
い。

問 七尾鹿島消防本部庶務課
　 ☎53-1015

機関誌「七つ尾」第32号を発刊
　七尾城跡国史跡指定80周年記念
事業で制作された七尾城のＣＧに
関することや記念展、田鶴浜東嶺
寺の景観、能登島向田の火祭を掲
載しています。また、地域の特色
やシリーズ七尾城の伝説、城山の
花などの親しみやすい話題も豊富
です。
■販売先　市内書店ほか
■価格　定価1,000円
問 （公財）七尾城址文化事業団
　 ☎53-4215

ふるさと学習　観光講座
七尾の社寺・史跡を訪ねる
　北陸新幹線金沢開業や能越自動
車道七尾氷見道路全線開通を記念
して、市内の各所を巡ります。
　新たな魅力や歴史を楽しく学ん
でみませんか。気軽に申し込んで
ください。
■日時　 3 月29日㈰
　　　　 9：00 ～ 15：00
■コース
　 1．  前田利家ゆかりの「小丸山

城址公園」
　 2．等伯ゆかりの「山の寺」
　 3．戦国の五大山城「七尾城跡」
■定員　各20人（先着順）
■参加費　1,000円
　　　　　（昼食代・入館料含む）
■申込期限　 3 月25日㈬
※詳細はお問い合わせください。
問 七尾市観光ボランティアガイド
　 はろうななお　☎53-8815

“督促手続”は書類の審査だけで、
費用も安い裁判手続です！
　相手が支払う理由を分かってい
るはずなのに払ってくれない、誰に
でも起こり得る金銭トラブル。「商
品の代金を払ってくれない」、「マン
ションの管理費を払ってくれな
い」、「知り合いに貸したお金が返っ
てこない」など、お困りの人は“督促
手続”を利用してみませんか。
問 七尾簡易裁判所　☎52-3135
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