
詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。
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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
　七光色にライトアップされた境
内で、トイレの神様として知られ
る烏瑟沙摩明王（うすさまみょう
おう）に合格祈願や無病息災など
のお参りができます。両日先着
700人に龍王だんごを配布するほ
か、早春盆栽展も開催します。
■開催日　 2月11日（土・祝）、12日㈰
■場所　国宝　瑞龍寺
■前売券　350円（当日券500円）
問 北日本新聞社高岡支社事業部
　 ☎0766-22-2226

富山県氷見市交流情報
コーヒーとチョコレート展
　コーヒーとチョコレートの原料
「カカオノキ」と「コーヒーノキ」や
私たちの手に製品が届くまでの過
程を紹介します。
　試食や体験教室も予定していま
す。詳細は、海浜植物園ホームペー
ジやFacebookをご覧ください。
■日時　 1月13日㈮ ～ 2月27日㈪
　　　　 9：00 ～ 16：30
■場所　氷見市海浜植物園 1階
　　　　メインホール
■入園料　大人200円
　　　　　中学生以下無料
問 氷見市海浜植物園
　 ☎0766-91-0100

観光・イベント情報観光・イベント情報

近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

羽咋市

ボランティア♥婚活in羽咋
［日時］ 2月11日（土・祝）　13：00～16：00
［場所］羽咋すこやかセンター
　　　 2階研修室（鶴多町）
［対象］  ボランティア活動に興味のある
　　　未婚女性（22 ～ 45歳）
［参加費］500円（女性）
［申込期限］ 1月24日㈫
問 社会福祉協議会
　 ☎0767-22-6231

志賀町

大漁起舟祭
［日時］ 2月11日（土・祝）　10：00～15：30
［会場］石川県富来漁港（西海風戸）
［内容］  鮮魚販売・大漁鍋・炉端コーナー、

地元グルメ、島津悦
子歌謡ショーなど

　　　  甘エビ・廻転寿司
券が当たるガラポ
ンも開催

問 商工観光課　
　 ☎0767-32-9341

中能登町

ふれあい中能登2017年コンサート
　中能登地域を中心とした中高校生吹奏
楽部による迫力の演奏をお届けします。
［日時］ 2月 5日㈰　13：30 ～
［場所］ラピア鹿島（中能登町井田）

問 生涯学習課（ラピア鹿島）
　 ☎0767-76-1900

宝達志水町

ニコニコ展
［日時］ 2月 4日㈯・ 5日㈰
　　　  10：00 ～ 16：00
［場所］  敷波会館

（敷波）
［内容］  手工芸品・

絵画・生け
花などの展
示・チャリティーバザー

問 運営委員会（前多）　☎090-2035-3175

第12回七尾市民
ボウリング大会参加者募集
　楽しみながら体を動かしませんか。
■日時　 2月12日㈰　10：00 ～
■場所　クァトロブーム鹿島
　　　　（中能登町井田）
■競技内容　
　・  団体戦は 3人 1チームで、 1
人 3ゲームを行う。

　・個人戦は団体戦の成績で行う。
　・  年齢、性別、使用ボールにハン
ディキャップあり。

■参加資格　市民、市内に勤める人
■参加費　 1チーム6,000円
■申込期限　 2月 5日㈰
■申込方法　  クァトロブーム鹿島

で申込用紙に記入
問 七尾市ボウリング協会 渡辺
　 ☎53-1821

3 月31日まで
便利で安心な新高岡駅予約
駐車場をご利用ください
■予約方法　利用日の 1カ月前から
　　　　　　  前日までに電話予約
■出入庫時間　 7：00 ～ 23：00
■場所　新高岡駅立体駐車場隣
■対象　富山県外に住んでいる人
■費用　無料（アンケートの回答
　　　　をお願いします）
問 ☎0766-50-9838
　 （予約専用、10：00 ～ 18：00）

広報ななお12月号誤掲載のお詫び
　12月号 3ページで掲載した方の
お名前を、誤って掲載しました。
深くお詫び申し上げます。
　（誤）　飛騨和男さん
　（正）　飛弾和男さん
問 広報広聴課　☎53-1130

第12回スポーツ医科学研究会
　市内のスポーツ指導者やスポー
ツ関係者の皆さん、スポーツ医科
学の見識を深めましょう。
■日時　 2月 9日㈭19：00 ～
　　　　（18：30受付開始）
■場所　七尾美術館アートホール
■演題　  逆境を乗り越えるためのメ

ンタルトレーニングー耐え
て乗り越え立ち直るー

■講師　金沢学院大学教授　
　　　　石村　宇佐一氏
■入場料　無料（当日参加可）
　事前にお申し込みください。

　七尾市　体育協会 検索

問 七尾市体育協会事務局
　 ☎54-0003

事業所得がある皆さんへ
決算説明会を開催
　事業所得などがある人を対象に、
決算方法や決算書（収支内訳書）作
成に関する説明会を開催します。
■日時　 1月19日㈭
　　　　13：30 ～ 15：30
■場所　七尾商工会議所 2 階ホール
■講師　北陸税理士会七尾支部
　　　　楠　正敏　税理士
問 七尾税務署　☎52-9336

不用品活用銀行
■ゆずります
洋タンス、和タンス、食器棚、座椅
子、衣装ケース、いこう（着物掛け）、
新潮社世界文学全集（全40巻）、布お
むつ（新生児用、約30枚）、スタッド
レスタイヤアルミホイール付き
（175-65-14） 4本、木製ベッド
■ゆずってください
大人用自転車 3台、学習机、田んぼ
用長靴、学生服上着（石崎小学校男
子 6年生）、「等伯」文字入りポロ
シャツ　白 3着、ぶらさがり健康
器、双子用ベビーカー、チャイルド
シート（新生児用）、シルバーカー、
七尾港まつり浴衣（女性用）
※電気製品は取り扱いできません。
※登録期限は 6カ月です。
※  次の場合、環境課まで必ずご連
絡ください。

・交渉の成立・不成立
・登録した品物を処分した
・品物が不要になった
問 環境課　☎53-8421

事業所給与担当の皆さんへ
平成28年分給与支払報告書
提出期限は1月31日㈫
　給与支払報告書は、平成29年度市・
県民税を計算する重要な資料です。
■内容　
　  従業員全員分（非正規職員含む）
を提出してください。

■提出先　税務課
■提出方法　
　  郵送、持参、インターネット
　「eLTAX」（エルタックス）
問 税務課　☎53-8412

確定申告が始まります
■場所・日時
○七尾税務署　
　 2月16日㈭ ～ 3月15日㈬
　 9：00 ～ 16：00（土日除く）
○七尾市役所　
　 2月16日㈭ ～ 3月15日㈬
　 8：30 ～ 16：30（土日除く。
　ただし、 3月12日㈰のみ受付）
問 七尾税務署　☎52-9336
　 税務課　　　☎53-8412

要介護認定高齢者の障害者控除
　介護保険制度の要介護認定を受
けている65歳以上の人（本人また
は扶養親族）は、障害者手帳がなく
ても、申請によって所得税・住民
税の障害者控除を受けられる場合
があります。
問 保険課　☎53-8457

平成29・30年度七尾市競争入
札参加資格審査申請（工事・
業務・物品）を受け付けます
■期間　 1月4日㈬ ～ 1月31日㈫
　受付期間以降の申請は、受付し
ませんので、ご注意ください。
　申請の詳細は、総務課の窓口か
市ホームページでご覧ください。

　七尾市　入札 検索

問 総務課　☎53-1118

放送大学4月生募集
　平成29年度第 1学期（ 4月入学）
の学生を募集中です。テレビやラ
ジオ、インターネットを通して学
ぶ通信制の大学です。
■出願期限
　第 1回　 2月28日㈫
　第 2回　 3月20日（月・祝）
問 放送大学石川学習センター
　 ☎076-246-4029

1月18日は『118番の日』です
　118番は、海上保安庁の緊急通報
用電話番号です。
　海上の事件・事故など次のよう
な場合は通報してください。
・  溺れている人や人身事故に遭遇
した、または目撃した。

・油が浮いている、異臭がする。
・  見慣れない船、不審な船を発見した。
・密航･密輸などの情報を得た。
※  「いつ」「どこで」「なにがあった」
などを簡潔に落ち着いて通報し
てください。

問 第九管区海上保安本部
　 ☎025-285-0118

長野県飯山市交流情報
爽快！ゲレンデダウンヒル
「雪ちゃりナイター」開催！
　ナイターゲレンデを自転車だけ
に限定解放。ファットバイクの貸
し出しもあります。
■日時　 1月21日㈯、28日㈯、
　　　　  2月 4日㈯、11日（土・祝）、

18日㈯
　　　　17：40 ～ 20：00
■場所　戸狩温泉スキー場
■費用　2,500円（リフト代含む）
問 togari.de.yukichari@gmail.com
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