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近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

羽咋市

シンポジウム「妙成寺の美力と不思議」
新たに分かってきた妙成寺の美力と不思
議に関するシンポジウムを開催します。
［日時］ 2月18日㈯　
　　　  13:00 ～ 15:30
［場所］  コスモアイル羽咋
　　　（鶴多町）
※  聴講無料
　聴講を希望する人は、
　事前にご連絡ください。
問 文化財室
　 ☎0767-22-5998

志賀町

大漁起舟祭
［日時］ 2月11日（土・祝）　10：00～15：30
［場所］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

生涯学習のつどい
［日時］ 2月19日㈰　13：00 ～
［場所］ラピア鹿島（井田）
［内容］・パネルディスカッション
　　　・  講演　「実践的幸福論～あなた
　　　　　　　も確実に幸せに！～」
　　　　名田庄診療所所長
　　　　  中村伸一氏
※入場無料
問 生涯学習課
　 ☎0767-76-1900

宝達志水町

のまりんの紙芝居げきじょう
元教諭の野間成之さん（金沢市）の紙芝居
ライブ、歌あり踊りありで親子で楽しめま
す。
［日時］ 2月25日㈯　14:00 ～
［場所］さくらドーム21
　　　（子浦）　
※申し込み不要
問 宝達志水町立図書館
　 ☎0767-29-8350

初めての「三角縁神獣鏡」
銅鏡を作ってみよう
　古墳に死者と共に埋葬され、卑
弥呼の鏡ともいわれる「三角縁神
獣鏡（さんかくぶちしんじゅう
きょう）」を作ってみませんか。完
成品は持ち帰りできます。
■日時　 2 月12日㈰
　　　　10：00 ～ 11：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　 2階　工芸実習室
■対象　小学 4年生以上
■定員　10人
　　　　（先着順、申し込みが必要）
■費用　無料

問 文化課　☎53-8437

富山県高岡市交流情報
山町筋のひなまつり
　土蔵造りの町並みが残り、国の
重要伝統的建造物群保存地区に選
定されている山町筋の家々が、お
ひな様の町並みギャラリーに変身
します。ひな祭り茶席や講演会も
開催します。
■開催日　 3 月11日㈯、12日㈰
■場所　山町筋一帯
問   土蔵造りのある山町筋まちづくり
協議会　☎0766-23-2623

長野県飯山市交流情報
第35回いいやま雪まつり開催
　日本有数の豪雪地飯山を代表す
る冬の一大イベント。ファミリー
で楽しめるアトラクションや食の
ブースも充実しています。
■開催日　 2 月11日（土・祝）、12日㈰
■場所　飯山市城北グラウンド周辺
問 いいやま雪まつり実行委員会
　 ☎0269-62-0156

富山県氷見市交流情報
第5回ひみぶりフェア
■期間　 2 月下旬まで
　　　　（ブリの水揚げが無くな
　　　　り次第終了）
■内容
①参加店でのぶり料理の提供
期間中、市内の飲食店や民宿
など38店舗が自慢のぶり料理
を提供します。
②関連イベント
期間中の毎週日曜日、午前11
時から、ひみ番屋街で、とん汁
や野菜鍋などの週替わり汁
を、 1杯300円で提供します。
（限定200杯）
③特典（体験商品の割引）
期間中、参加店でぶり料理の
食事をした人は、いちご収穫
体験やかまぼこ絵付け体験が
割引になります。

問 ひみぶりフェア実行委員会
　 （（一社）氷見市観光協会）
　 ☎0766-74-5250

介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査にご協力ください
　65歳以上の5,000人（無作為抽
出）にニーズ調査票を郵送しまし
た。これは、高齢者の日常生活の
状況などから、市が抱える課題を
把握し、今後の高齢者保健福祉施
策に生かすためのものです。
　調査票が届いた人は、調査項目
を記入し、同封の返信用封筒で返
送をお願いします。
■提出期限　 2 月17日㈮
問 保険課　☎53-8451

ご存じですか？国民年金の
「学生納付特例制度」と
「納付猶予制度」
　学生で本人の所得が一定以下の
場合や、学生を除く50歳未満の人
で本人と配偶者の所得が一定以下
の場合に、保険料の納付が猶予さ
れる制度です。
　申請して承認された期間は、老
齢基礎年金を受け取るために必要
な期間に算入されます。また、10
年以内に納付すると年金額を増や
すことができます。
※  いずれも申請や申し込みが必要です。
問 七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　　　　　☎53-8417

石川県立七尾城北高等学校
平成29年度転入学・編入学試験
■対象
　転入学：他の高校に在学中の人
　編入学：高校を中途退学した人
■説明会　 2 月 9 日㈭18：00 ～
■体験入学　
2 月13日㈪～ 2月15日㈬

■受付期間
2 月16日㈭～ 3月 3日㈮

■試験日　 3 月 9 日㈭
■試験内容　学科試験（国語・数
　　　　　　学）、作文、個人面接
■合否の連絡　 3 月14日㈫
問 石川県立七尾城北高等学校
　 ☎53-1897

平成29年度競争入札参加資格
（建設工事）の主観的事項を
受け付けています
■受付期限　 2 月28日㈫
■対象者
平成29・30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・市内Ⅱの建設工事業者

※  詳細は市ホームページに掲載し
ています。

　七尾市　入札 検索
問 総務課　☎53-1118

法律相談開催
■日時・弁護士
2 月 9 日㈭　三田勇樹
2月16日㈭　南俊輔
2月23日㈭　宮崎昇一郎
3月 2日㈭　宮前悟
3月 9日㈭　宮本研太
3月16日㈭　堀江重尊
3月23日㈭　向井渉太
3月30日㈭　向峠仁志
13：30 ～ 16：00

■場所　フォーラム七尾
■申込方法　
相談日前日の17時までに電話で
予約してください。

■定員　 5 人（先着順）
■相談料　5,400円
※  負担が困難な人で、法律援助資
力基準に該当する場合は無料。

　クレ・サラ相談は初回無料。
問 金沢弁護士会
　 ☎076-221-0242

2月23日は税理士記念日
「税の無料相談会」実施
　所得税や相続税、贈与税など、税
理士が無料で相談を行います。
■日時　 2 月23日㈭
　　　　10：00 ～ 16：00
■場所　七尾市役所
　　　　 1階　市民ロビー
問 北陸税理士会七尾支部
　 ☎53-5656

安部龍太郎氏講演会
『半島をゆく～大陸に続く
海原に突き出た半島「能
登」の歴史を紐解く～』
　長谷川等伯が生まれ育った七
尾、能登畠山氏の居城だった七尾
城跡、古くから守り受け継がれて
きた祭りや歴史の痕跡が多く残る
能登半島を安部氏が旅して感じた
ことをお話しします。
■日時　 2 月24日㈮
　　　　13：00 ～ 14：00
　　　　12：30開場
■場所　七尾美術館アートホール
■講師　直木賞受賞作家
　　　　安部龍太郎氏
■入場料　無料

問 等伯生誕の地ＰＲ事業支援委員会
　（文化課内）　☎53-8437

平成28年新潟県糸魚川市
大規模火災義援金受付
■受付期限　 3 月31日㈮
■受付時間　 8 ：30 ～ 17：15
　　　　　　（土・日、祝日除く）
■受付場所
福祉課、税務課、健康推進課、田
鶴浜・中島・能登島地区のコ
ミュニティセンター

問 福祉課　☎53-8463

東日本大震災災害義援金
　皆さんの善意に心から感謝申し
上げます。
■義援金をいただいた人のご芳名
　（敬称省略・順不同）
駅コンサート・松本佐智子、
艾依宥、一本杉通り振興会、
七尾東雲高等学校

問 福祉課　☎53-8463
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