
2年連続二冠獲得！石川県広報コンクール最優秀賞受賞！
　平成27年石川県広報コンクールの審査が行われ、広報ななお「七尾ごこ
ろ」は、 2年連続二冠を達成しました。
　これも市民の皆さんをはじめ、広報紙に携わる皆さんの情報提供や協力
があるからこそ。これからも、「市民」や「七尾ファン」が求める情報を発信
していきたいと思いますので、ご愛読ください。
※最優秀賞作品は、全国広報コンクールに推薦されます。
■広報紙部門　市の部　
　最優秀賞　広報ななお「七尾ごころ」 8月号
■広報写真（組み写真の部）　
　最優秀賞　広報ななお「七尾ごころ」 9月号（P 2 ～ 3）

　　 　　　　　　　　
広報紙部門　市の部　　　　　　　広報写真（組み写真の部）　
　最優秀賞　　　　　　　　　　　　最優秀賞
　七尾ごころ 8月号　　　　　　　　七尾ごころ 9月号（P 2 ～ 3）
問 広報広聴課　☎53-8423

富山県高岡市交流情報
飛越能・食の祭典 in 
TAKAOKA
　北陸新幹線金沢開業の日に、飛
越能地域のB級グルメが結集しま
す。「飛越能・食の祭典グランプ
リ」のほか、地元富山の粋なグルメ
が勢ぞろいする「とやま食フェス
タ」など、食に関するイベントを開
催します。
■日時　 3 月14日㈯～ 15日㈰
　　　　10：00 ～ 16：00
■場所　高岡テクノドーム
問 飛越能・食の祭典 in TAKAOKA
　 実行委員会　☎0766-20-1301

富山県氷見市交流情報
博物館特別展「氷見の縄文人」
－その足跡をたどる－
　“県内最古の貝塚”上久津呂中屋
遺跡の資料約200点を地元初公開
します。
　数千年におよぶ長い縄文時代の
中で、氷見の縄文人は、いつ、どこ
で、どのような営みをしていたの
でしょうか？この特別展では、最
新の研究成果を含めて、縄文時代
の氷見を紹介します。
■日時　 3 月22日㈰まで
　　　　 9：00 ～ 17：00
　　　　※月曜休館
■場所　氷見市立博物館
■料金　無料
問 氷見市立博物館
　 ☎0766-74-8231

自宅にありませんか？
　随時「懐かしいモノ、古いモノ」
を集めています。蔵に眠る農機具
や古い本、写真、モノ作りの道具や
お菓子のおまけなどは、私たちの
生活や地域の歴史を伝える貴重な
歴史資料です。「こんなモノは価値
がないだろう」と廃棄する前にま
ずはご相談ください。
　民具（農具･漁具・職人道具
など）・古文書・古い写真・
衣類・生活用具・祭り道具・
文房具・古書・古雑誌・レ
コード・玩具など

※これら以外もご相談ください。
　  昨年は、蓄音器、英字タイプライ
ター、着物などの寄贈がありま
した。

問 文化課　☎53-8437

地域で活動する高齢者
グループに助成します！
　高齢者が生きがいをもって活動
する場づくりや、ゆったりと話を
しながら過ごす場づくりなどを行
う高齢者グループを支援します。
　地域で高齢者同士が気軽に集
い、自主的な活動を通じて生きが
いを高めましょう！
■対象　  おおむね65歳以上で 5人

以上のグループ
■活動内容　
　  レクリエーション、趣味活動、交
流会など

※原則、週 1回以上の活動
■補助金額　
　  活動場所によって、下記のとお
り交付します。

　　公民館： 24,000円/年
　　集会所： 36,000円/年
　　個人宅： 60,000円/年
　　空店舗： 180,000円/年
※  補助金の申請は、 3月中にご相
談ください。

問 福祉課　☎53-8463

「まちづくり市民意識調査」
にご協力ください
　今後の市政運営やまちづくりの
資料とするため、アンケートを実
施します。
　封筒が届いた人は、回答して 3
月31日㈫までに郵便ポストに投函
してください。
■対象者　20歳以上の市民3,000人
問 企画財政課　☎53-1117

「スポーツ安全保険」に
ご加入を
　アマチュアのスポーツ・文化・
ボランティア活動など、 5人以上
の団体を対象に、経路往復も含め、
活動中の傷害事故や賠償責任を負
う事故を補償するものです。
　団体員が安心して活動できるよ
うに作られた、営利を目的としな
い互助共済的な補償制度です。
■加入区分・掛金　
　①子ども（中学生以下）
　　【団体活動全般】
　　団体活動のみ 800円
　　個人練習含む 1,450円
　②大人（高校生以上）
　　文化活動など 800円
　　スポーツ活動･指導 1,850円
　　少年スポーツ指導 1,300円
　③65歳以上
　　スポーツ活動 1,000円
　④全年齢
　　危険度の高いスポーツ活動
 11,000円
■対象となる事故　
　団体活動中、経路往復の事故
■申込期限　平成28年 3 月30日㈬
■保険期間　 4 月 1 日㈬～
　　　　　　平成28年 3 月31日㈭
※ 4 月 1 日以降の申し込みは、加
入手続日の翌日から有効です。
スポーツ安全 検索

問 （公財）スポーツ安全協会石川支部
　 ☎076-268-3100
　 生涯学習スポーツ課
　 ☎53-3661

市有地を一般競争入札により売却します
公売物件【番号は物件番号】

①土地 富岡町82番 6
宅　地 122.18㎡

近隣商業地域 3,100,000円

②土地 古府町笠松 4番
宅　地 496.87㎡

用途指定無し 4,130,000円

③土地 田鶴浜町ホ234番 2
宅　地 95.89㎡

用途指定無し 600,000円

④土地 中島町小牧ヨ19番23
宅　地 340.70㎡

用途指定無し 2,430,000円

⑤土地 中島町小牧ヨ19番24
宅　地 341.30㎡

用途指定無し 2,430,000円

⑥土地 中島町小牧ヨ19番25
宅　地 342.00㎡

用途指定無し 2,430,000円

■申込期限　 3 月23日㈪　17：00まで【必着】
■申込場所　七尾市役所総務課管財・用地室
■申込方法　  一般競争入札参加申込書および添付書類を申込期限までに提

出してください。
入札説明会
■日時　 3 月12日㈭10：00 ～
■場所　七尾市役所 3階302会議室
■そのほか　  現地説明会は実施しませんので、七尾市ホームページを参考

にしてください。
入札日
■日時　 3 月24日㈫① 9：00 ～② 9：30 ～③10：00 ～
　　　　　　　　　④10：30 ～⑤11：00 ～⑥11：30 ～
　　　　　　　　　（番号は上記の物件番号です。）
■場所　七尾市役所 3階302会議室
※入札日当日は、見積した金額の100分の 5以上の額の入札保証金が必要です。
問 総務課管財・用地室　☎53-8747

ミナ．クル市民窓口
日曜日臨時窓口業務を実施

　通常実施している平日の時間外
や土曜日の窓口業務に加え、次の
日曜日も業務を行います。
■日時　 3 月29日㈰
　　　　 4月 5日㈰
　　　　 8：30 ～ 17：15
■業務内容
　  住民票、印鑑証明、戸籍などの発
行、納税証明書、所得・課税証明
書、固定資産証明書発行
　各種申請の預かり
問 福祉課　☎53-8463

県外から転入した人への
住まいの助成
　住宅を新築、購入または賃借し
た人を対象に、費用を助成します。
■要件　
・  転入前の10年以上石川県外に住
んでいた人

・  定住する意思がある人　など
■補助金額　
　新築、購入の場合 最大100万円
　賃借の場合月 最大 1万 5千円
※事前申込書の提出が必要です。
※詳細はお問い合わせください。
問 企画財政課　☎53-1117

広報ななお2月号誤掲載の
お詫び
　 2月号11ページで掲載した人の
お名前を、謝って掲載してしまい
ました。大根様をはじめ、多くの
皆さまにご迷惑をお掛けしてしま
い、深くお詫び申し上げます。
■内容　誤　母：大根貴子さん
　　　　正　母：大根和恵さん
問 広報広聴課　☎53-8423
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