
公立能登総合病院職員募集
■職種
　薬剤師　　　 1人程度
　言語聴覚士　 1人程度
　作業療法士　 1人程度
　助産師　　　 1人程度
■申込期限　 2 月27日㈮
※  試験日時、場所、受験資格、申し
込み方法などはお問い合わせく
ださい。

問 公立能登総合病院
　 総務課　☎52-8749

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
く姿が闇に浮かび上がります。
　門前には県内外の特産物が並び
ます。
■日時　 2 月14日㈯～ 15日㈰
　　　　17：30 ～ 20：30
　　　　（大福市は17時から）
■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

やってみよう　鋳造体験！
　能登国分寺跡からも出土してい
る昔のお金「和同開珎(わどうかい
ちん)」を作ってみませんか？
■日時　 2 月14日㈯
　　　　14：00 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　10人（先着順）
　　　　小学生以上
　　　　（低学年は保護者同伴）
■参加費　無料

問 文化課　☎53-8437

富山県氷見市交流情報
里海展＆和紙ちぎり絵展
　知っているようであまり知らな
い、身近な砂浜や海岸などの「里
海」の展示を開催します。また、氷
見市在住の金谷美智子さんと西川
光子さんが、和紙で作ったちぎり
絵の展示も行います。
■日時　 3 月16日㈪まで
　　　　 9：00 ～ 16：30
■場所　氷見市海浜植物園
■入場料　大人200円
　　　　　中学生以下無料
問 氷見市海浜植物園
　 ☎0766-91-0100

平成27年度競争入札参加
資格（建設工事）の主観的
事項受付開始
■受付期限　 2 月27日㈮
■対象者　  平成27・28年度七尾市

競争入札参加資格審査
申請書を提出した市内
Ⅰまたは市内Ⅱの建設
工事業者

※  詳細は、七尾市ホームページを
ご覧ください。
七尾市　入札 検索
問 総務課　☎53-1118

七尾市ファミリーサポートセンター協力会員養成講座・会員研修会
子どもを持つ家庭を地域で支援するため、協力会員と受講者を募集します。

日時 場所 内容
2月26日㈭
 9：50 ～ 15：00

ミナ．クル 3階
多目的会議室

・七尾市の子育て支援制度
・子どもの急な症状対処法など

3月 1日㈰
13：00 ～ 16：10

ミナ．クル 3階
多目的会議室

・子どもの遊びと遊ばせ方
・子どもの栄養と食生活および授乳

3月 2日㈪～
 9：00 ～ 13：00

親子ふれあいランド・
公立保育園

保育実習
3月 2日㈪から 8日㈰の希望する日

※  心身ともに健康で、養成講座を受講した人は、七尾市ファミリーサポート
センターの協力会員として会員登録することができます。

※  協力会員には、支援活動を行った場合 1時間700円の謝礼金が依頼会員か
ら支払われます。

■申込期限　 2 月22日㈰
問 七尾市ファミリーサポートセンター　☎52-1476
　子育て支援課　☎53-8419

男女共同参画社会
「４コマまんが」「川柳」お詫び
　平成26年12月号の「情報通」コー
ナーで掲載した男女共同参画社会
「 4コマまんが」・「川柳」の内容で、
小学生の部最優秀賞の学校名と氏
名の記載漏れがありました。訂正
してお詫びします。
■小学生の部最優秀賞
徳田小学校　岩井菜々美
「友達みんなで手を取り合おう！！」
問 フォーラム七尾　☎52-5222

不動産無料相談
　土地・戸建ての売買、賃貸物件
（居住用・事業用）に関して、契約
や解約のことなど、何でもご相談
ください。
■日時　 2 月24日㈫
　　　　13：00 ～ 15：30
■場所　フォーラム七尾
問 （公社）石川県宅地建物取引業協会
　 ☎0120-424-425

情報通！

速報

NANAO

前

平成26年12月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,119世帯（△　27）
人　口 56,188人（△　69）
　男　 26,595人（△　26）
　女　 29,593人（△　43）
年齢別人口
0 ～20歳 9,274人
21～64歳 28,333人
65歳～ 18,581人
転入 58人 転出 71人
出生 28人 死亡 84人
婚姻 10件 そのほか 0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： 3月 2日㈪

納税のお知らせ

「税情報ななお　第 7号」回覧
～ 2月16日㈪から
　申告受付が始まります～

今月の『税情報ななお』

今月はありません。

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

市営住宅入居者および
補欠者募集
■募集住宅と家賃
奥原住宅　 9,900円～ 19,600円
後畠住宅（60歳以上）
　　　　　15,100円～ 31,000円
代本住宅　51,400円～ 54,000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
■募集期限　 2 月19日㈭
※詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429

長野県飯山市交流情報
第33回いいやま雪まつり
　例年多くの来場者で賑わう「い
いやま雪まつり」を、今回は、北陸
新幹線飯山駅開業30日前イベント
として開催。飯山の冬を代表する
イベントで、市民が制作した大小
の雪像が街を埋め尽くします。
　メイン会場では、1,000人で 1
時間1,500体のスノーマンを制作
し、世界記録に挑戦するなど多く
のイベントが行われます。
■期間　 2 月14日㈯～ 15日㈰
■場所　城北グラウンド周辺
 

問 いいやま雪まつり実行委員会
　 （飯山商工会議所内）
　 ☎0269-62-2156

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧
　平成27年 1月1日現在の農業委
員会委員選挙人名簿を縦覧します。
■縦覧期間　 2 月23日（月）～
　　　　　　 3月 9日（月）
■時間　 8 ：30 ～ 17：00
■場所　選管事務局（総務課内）
■持ち物　本人確認ができるもの
　　　　　（運転免許証など）
※  土、日曜日に希望する場合は、ご
連絡ください。

問 選挙管理委員会　☎53-1111

北陸新幹線開業に向けて
「わくライナー」発進！
　七尾市から一番近い高岡駅ま
で、和倉温泉から七尾駅を経由す
る路線バス「わくライナー」（ 1日
4往復）の運行がスタートしてい
ます。ぜひ、ご利用ください。
■運行日　 3 月 8 日㈰まで
　　　　　（土・日・祝のみ）
※  北陸新幹線が開業する 3月14日
㈯からは毎日新高岡駅まで運行
します。

※  詳細は、七尾市ホームページを
ご覧ください。

七尾市　わくライナー 検索
問 観光交流課　☎53-8424
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