
上下水道料金の
減免特例を実施中
　平成30年 １ 月下旬から ２ 月上旬
の寒波により、給水管などの凍結
破損が原因で漏水された世帯の皆
さまを対象とした、上下水道料金
の減免特例の締め切りが迫ってい
ます。
■申込期限　 9 月２8日㈮

上下水道課　☎53-843２

　　　　　　　　　　　　　　　

市有地を一般競争入札で
売却します
■公売物件（土地）
物
件
番
号

所在地
面積 登記地目

最低売却価格

①
七尾市中島町横田ム１２番 １

7２6.50㎡ 雑種地
１,090,000円

②
七尾市中島町豊田町ヲ 4 番 3

9２.50㎡ 宅地
600,000円

■説明会(参加自由)
　 9 月１8日㈫　１0：00～
　市役所本庁 １ 階１0１会議室
■入札参加申込期限
　 9 月２8日㈮　１7：00　
■入札日時　
　１0月 １ 日㈪　①１0：00②１0：30
■入札場所
　市役所本庁 １ 階１0１会議室

監理課　☎53-8747
　

平成31年度コミュニティ
助成事業募集開始
　（一財）自治総合センターでは、
宝くじの受託事業収入を財源とし
て、地域の自治意識を高め、連帯
感を盛り上げるコミュニティ活動
に必要な備品などを整備する費用
の助成を行っています。
■申込期限　１0月 5 日㈮
■提出書類
七尾市　コミュニティ助成事業 検索

企画財政課　☎53-１１１7

　　　　　　　　　　　　　　　

平成30年度
コミュニティ助成事業
 （一財）自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業とし
て、コミュニティ助成事業を行っ
ています。
　中島町要貝町会が宝くじの助成
金で、町内の外灯や集会所内照明
のLED化、エアコン取り付け工事、
電子レンジ、テーブル、イス、簡易
テントなどの備品を更新しました。

企画財政課　☎53-１１１7

市の人口 　 　

平成30年 7 月3１日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　２２,１２２世帯　（　 9）
人　口　53,１90人　　（△ 4１）
　男　　２5,２１5人　　（△ 9）
　女　　２7,975人　　（△ 3２）
年齢別人口
　 0 ～ ２0歳　 8,305人
　２１ ～ 64歳　２5,657人
　65歳～　　 １9,２２8人
転入　   89人　転出　　96人
出生　　１9人　死亡　　54人
婚姻　　２0件

納税のお知らせ 　 　

国民健康保険税（ 3 期）
納期限：１0月 １ 日（月）

愛の献血 　 　

9 月 7 日㈮
恵寿総合病院
１0：00 ～ １１：45
１3：00 ～ １6：00
献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

市のシンボル 　 　

菜の花　　　　　　　　　 松

カモメ　　　　　　　 ハチメ

NANAO情報通
お知らせと募集
このコーナーは敬称を省略します

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計
《構造計算専門店》

㈱西川総合建築／西川測量登記
七尾市能登島通町チ部２番地
TEL/FAX　0767-85-2752

【担当  西川剛志 080-1965-6748】

家の新築やリフォームでお悩みの方
病院、工場、事務所、店舗、住宅…
木の温もりある建物。可能性は無限大。

◆小型移動式クレーン運転技能講習 学科9/19・9/20　実技9/23

◆玉掛け技能講習 学科9/27・9/28　実技9/30

◆フォークリフト運転技能講習
学科10/5
実技10/10・10/11・10/12

◆高所作業車運転技能講習 学科10/25　実技10/28

◆車両系建設機械運転技能講習
　　(ユンボ・タイヤショベル・ブル等)

11月12日～20日
（受講資格により日数決定）

◆クレーン運転特別教育 学科11月14日　実技11月15日

　　　　　　　　
　　　申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

★資格取得講習会(七尾会場)案内！

★労災・雇用保険の手続きはお任せください！

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

　　　　　　　　　　　　　　　協会けんぽ　4,855円です。

　★労働健診(七尾・和倉地区・9～10月)申込み中です。

　　　　　手間取る手続きを事務委託しませんか？費用は年間4,320円～です！
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

第 ２次七尾市総合計画（案）の
ご意見を募集します
　新しい「七尾市総合計画」の策
定にあたり、市民のご意見を広く
募集します。
■募集期限　 9 月２0日㈭
■公表場所　

本庁、ミナ．クル ２ 階、パトリ
ア 3 階、各行政サービスコー
ナー、市ホームページ
企画財政課　☎53-１１１7

　　　　　　　　　　　　　　　

ロータリースマイルコンサート２018
　市内外の中学校と高等学校の吹
奏楽部、一般吹奏楽団による演奏
会を開催します。
■日時　 9 月２3日(日・祝)
　　　　１3：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ　
　　　　大ホール
■入場料　無料　

七尾ロータリークラブ
　☎53-5590

　　　　　　　　　　　　　　　

目の不自由な人の福祉相談会
　目が見えない、見えにくいこと
で悩んでいませんか。生活相談の
ほか、便利な生活支援用具の利用
体験もできます。ご家族もご一緒
にどうぞ。
■日時　 9 月２5日㈫
　　　　１0：00～１5：00
■場所　和倉地区コミュニティセンター
■費用　無料
■申込期限　 9 月１8日㈫
※送迎を希望する人は、申し込み

時にご相談ください。
福祉課　☎53-8464

　　　　　　　　　　　　　　　

目の不自由な人の生活訓練
　パソコン操作や歩行訓練などを
無料で個別に受けられます。 １ 回
２ 時間程度、場所は自宅など相談
に応じます。

石川県視覚障害者協会　
　☎076-２２２-878１

２018フォーラム七尾まつり
　フォーラム七尾で活動する生涯
学習グループが日頃の学習や創作
の成果を発表します。
　作品展示のほか、芸能発表があ
ります。
■日時  9 月１6日㈰、１7日(月・祝）
■内容
　作品展示　１0：00～１6：00
　芸能発表　１6日　１3：00～
　　　　　　１7日　１3：40～
■場所　パトリア 4 階
　　　　フォーラム七尾
■入場料　無料

フォーラム七尾　☎5２-5２２２

　　　　　　　　　　　　　　　

義援金を被災地に送金します
　皆さまからお預かりした義援金
は、日本赤十字社を通じて被災地
へ送金されます。
■義援金をいただいた方のご芳名

（敬称省略）
【平成30年 7 月豪雨災害義援金】
山原昌娃着物着付学院、鵬学園高
等学校生徒会、宮川紀一、松本佐
智子

【東日本大震災義援金】
松本佐智子

福祉課　☎53-36２5

福祉・介護の仕事セミナー＆
個別相談
　石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンターは、ハローワーク
に出張し、福祉の仕事や資格取得、
職場体験などの相談に応じていま
す。
■日時　 9 月１１日㈫、１0月１8日㈭
　　　　１3：30～１5：00
■場所　ハローワーク七尾
　他のハローワークでも出張相談
を開設しています。

石川県福祉の仕事マッチング
　サポートセンター（福サポいしかわ）
　☎076-２34-１１5１

　　　　　　　　　　　　　　　

「無料公証相談所」開設
　１0月 １ 日から 7 日までの公証週
間に合わせ、公証人が無料で相談
に応じます。
　遺言や養育費の支払い、金銭や
不動産の貸借、任意後見契約など
大切な契約は公正証書にしておく
と安心です。
■日時　１0月 １ 日㈪～ 5 日㈮
　　　　 9 ：00～１7：00
■場所　七尾公証役場(藤橋町)

七尾公証役場　☎5２-6508

特定健診・がん検診の日程
　身体の状態を教えてくれる特定健診は、治療中の人も対象です。
　がん検診は、次の特定健診会場で同時に開催しています。希望日の ２
週間前までにお申し込みください。

日 会　場 受付時間
9 月 9 日㈰ 中島健康福祉センターすこやか【託児あり】 8:30～１0:00

9 月１２日㈬ 七尾サンライフプラザ 8:30～１0:00
１3:00～１4:00※

9 月２6日㈬ 能登島地区コミュニティセンター【託児あり】 
（能登島総合健康センター）

8:30～１0:00
１3:00～１4:00※

１0月１１日㈭ 七尾サンライフプラザ 8:30～１0:00
１3:00～１4:00※

※特定健診は実施していません。
【がん検診の予約の空き状況が確認できます】
（公財）石川県成人病予防センター
　　    ホームページ閲覧用ＱＲコード

健康推進課　☎53-36２3
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平成31年成人式
　進学や就職などで市外に転出し
た人で、七尾市の成人式への出席
を希望する人はご連絡ください。
■日時　平成3１年 １ 月１3日㈰　
　　　　１0：30～
■場所　七尾サンライフプラザ
■対象者　平成１0年 4 月 ２ 日～
　　　　　平成１１年 4 月 １ 日に
　　　　　生まれた人

成人式実行委員会事務局
　（スポーツ・文化課内）
　☎53-366１

　　　　　　　　　　　　　　　

平成30年住宅・土地統計調査が
行われます
■実施機関　総務省
■調査対象　 １ 調査区に対して、
　無作為に選ばれた１7世帯です。
　（七尾市全体で約２,500世帯）
■調査の概要
・住宅および住宅以外で人が居住

する建物に関する実態
・現住居以外の住宅、土地の保有

状況　など
■調査結果の活用
　耐震や防災を中心とした都市計
　画づくり、空き家対策などに活　
　用されます。
■回答方法
　インターネットまたは紙の調査
　票でご回答ください。
■調査書類の配付方法
　対象となるお宅に対して、調査
　の依頼に先立ってインターネッ
　ト回答用の書類を調査員がポス
　トに投函します。ご理解とご協
　力をお願いします。

総務課　☎53-１１１１

簿記講座受講者募集（全２4回）
　簿記は、日々の経営活動の記録
や計算、整理をして経営成績と財
政状況を明らかにする技能です。
　簿記の基本を学びながら日商簿
記 3 級の試験合格を目指しましょ
う。
■申込期限　 9 月１２日㈬
■開講日時　 9 月１9日㈬～
　　　　　　１１月１6日㈮
　　　　　　１8：30～２0：30
※祝日を除く月、水、金に開催
■場所　七尾商工会議所
■受講料　5,000円
　　　　　（テキスト代含む）

七尾商工会議所　☎54-8888

　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日・弁護士
　 9 月１3日㈭　村井　充　
　 9 月２0日㈭　村上　巧市　
　 9 月２7日㈭　菊池　環
　１0月 4 日㈭　村上　久幸
■時間　１3：30～１6：00
■場所
　パトリア 5 階フォーラム七尾
■申込方法
　相談日前日の１7時までに電話予約
■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。

金沢弁護士会　☎076-２２１-0２4２

　　　　　　　　　　　　　　　

各種審議会などへの
女性参画状況
　七尾市男女共同参画推進プラン

（第 3 次）では、政策などに男女
双方の意見が対等に反映されるよ
う、平成3２年度までに、審議会な
どへの女性委員の登用率を40％と
する目標を掲げています。平成30
年は34. 6 ％です。今後も、目標
に向けた取り組みを推進します。

総務課人権・男女共同参画室
　☎53-１１１２

不用品活用銀行
■ゆずります
洋服たんす、ライティングデスク、
壁掛型姿見、ローテーブル、鏡台、
本棚（大・小）、食器棚、 １ 人用
ソファ、紙オムツ（大人女性用）
■ゆずってください
大人用自転車 4 台、子ども用自転
車 １ 台、ペットサークル犬・猫用、
ベビーカー、ベビーベッド、プラ
レール、チャイルドシート、獅子
舞子ども踊り子衣装、チャイルド
ゲート、小学生男女制服（１30cm
～１60cm）
※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、環境課に連絡が必要

です。
・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。

環境課　☎53-84２１

　　　　　　　　　　　　　　　

分譲宅地サンタウン万行
奨励金申し込み受付中
■交付対象
　次のすべてに該当すること

・定住を目的としていること
・万行地区土地区画整理事業区

域の保留地で一戸建て住宅を
建築するために土地を購入し
た個人または法人

・平成２8年 4 月 １ 日以降に保留
地を購入したこと

■交付額　 １ 区画につき２00万円
都市建築課　☎53-84２9

　　　　　　　　　　　　　　　

「無料調停相談会」開催
　交通事故や金銭、近隣トラブル
などを調停制度を使って解決しま
せんか。調停委員が相談に応じま
す。
■日時　 9 月２9日㈯
　　　　１0：00～１5：00
■場所　パトリア 5 階
　　　　フォーラム七尾和室

七尾調停協会　☎5２-46２２
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

小型特殊自動車や原動機付自転車
の登録・名義変更・廃車の手続き
　トラクターやコンバイン、耕運機
などの小型特殊自動車、１２5cc以下
の原動機付自転車を購入や処分、
譲渡した時は手続きが必要です。
　登録内容に変更があったとき
は、早めに手続きをしてください。
■窓口　　

税務課、田鶴浜・中島・能登島
行政サービスコーナー
税務課　☎53-84１２
　　　　　　　　　　　　　　　

女性と企業をつなぐ
マッチング交流会
　イベントでは、企業の採用担当
者や女性社員から企業の雰囲気や
働き方、仕事の内容などを直接聞
くことができます。
■日時　 9 月２7日㈭
　　　　１3：30～１6：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■対象者　働きたい女性
■参加費　無料
■その他　無料託児サービス有り
　　　　　服装自由・履歴書不要
　　　　　入退場自由
■主催　石川県
　　　　女性ジョブサポート石川
女性ジョブサポート石川 検索

ウイルフラップ株式会社
　☎0１２0-367-１94

　　　　　　　　　　　　　　　
9 月10日㈪～ 16日㈰は
「自殺予防週間」です
～誰も自殺に追い込まれることの
ない社会の実現を目指して～
　かけがえのない命を守るため
に、一人一人が大切な人の心のサ
インを見逃さず「気づき」「傾聴」

「つなぎ」「見守る」ことが、自殺
予防につながります。心理士や保
健師が心の健康に関する相談に応
じています。また、講座の開催に
も対応しています。

健康推進課　☎53-36２3

第 ２回七尾学講座
参加者募集
　「七尾線開業１２0周年～鉄道を知
ろう～」と題し、七尾の鉄道を学
びます。
■日時　 9 月２4日（月・振休）
　　　　 9 ：00～１２：00
　※ 8 ：50までに市役所前集合
■場所　七尾駅、徳田駅
■定員　２0人（先着順）
■申込期限　 9 月１9日㈬
■費用　大人380円
　　　　（徳田駅までの往復乗車賃）

スポーツ・文化課　☎53-8437

　　　　　　　　　　　　　　　

第 3回七尾学講座
参加者募集
　市民大学講座と共同で「こしの
くに国府フォーラムin高岡」に参
加します。
■日時　１0月１3日㈯
　　　　 9 ：00～１7：00
　※ 8 ：30までに市役所前集合
■場所　高岡市万葉歴史館ほか
■定員　30人（先着順）
■申込期限　１0月 9 日㈫
■費用　１,500円(昼食代など)

スポーツ・文化課　☎53-8437

　　　　　　　　　　　　　　　

初心者テニス教室のご案内
　年齢や性別、経験を問わずどな
たでも気軽に参加できます。
■日時　毎週水曜日
　　　　１9：00～２１：00
■場所　希望の丘テニスコート
　　　　（万行町）
■参加費　 １ カ月3,000円

七尾市テニス協会　辻口
　☎57-１955

9 月10日は下水道の日
暮らしに欠かせない下水道の
ことを考える日です
　下水道に接続すると、清潔で快
適、爽やかな暮らしができます。
排水路へ生活排水が流れ込まない
ので、清潔できれいな街になりま
す。また、川や海がきれいになり
ます。個人所有の浄化槽は維持管
理、検査が不要になり修理も必要
なくなります。
【下水道接続工事のお願い】
　供用が開始された区域にお住ま
いで、宅内工事がまだ完了されて
いない人は、お早めに七尾市が指
定する排水設備業者に依頼し、接
続してください。
　まだ公共下水道の供用がされて
いない区域でも、浄化槽を推進す
る地域もありますのでご相談くだ
さい。
 

上下水道課　☎53-8466

　　　　　　　　　　　　　　　

のと里山空港「空の日」フェスタ
　のと里山空港往復航空機利用券
が当たる「のと里山空港じゃんけ
ん大会」や飛行機の操縦体験がで
きる「フライトシミュレーター」、
普段は入ることができない滑走路
の近くから航空機の離着陸を見学
できる「のと里山空港バスツアー」
など、多彩なイベントを開催しま
す。
■日時　１0月 7 日㈰
　　　　 9 ：30～１6：00
■場所　のと里山空港

のと里山空港「空の日」実行委
　員会　☎0768-２6-２１00
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客船「飛鳥Ⅱ」七尾港寄港
　日本最大のクルーズ客船「飛鳥
Ⅱ」が七尾港に入港します。皆さ
んで歓迎やお見送りをしましょう。
■日時
・ 9 月 9 日㈰
　(入港) 7 ：00　(出港)１6：00
・１0月２6日㈮
　(入港)１0：00　(出港)２１：00
■場所　七尾港大田埠頭

七尾港整備・振興促進協議会
　☎54-8888

　　　　　　　　　　　　　　　

「行政書士無料相談会」開催
　相続や遺言、各種許可申請の手
続きなどの相談にお答えします。
【電話による無料相談会】
■日時　１0月 5 日㈮～ 7 日㈰
　　　　１0：00 ～ １6：00
　　　　☎076-２68-9１１0
【面談による無料相談会】
■日時　１0月 7 日㈰
　　　　１0：00～１6：00
■場所　アル・プラザ鹿島
　　　　 １ 階中央イベント広場

石川県行政書士会　
　☎076-２68-9555

　　　　　　　　　　　　　　　

障害者技能競技大会
アビリンピック石川大会開催
　障害を持った人が、日頃培った
技能を競う大会を開催します。ま
た、参加選手を募集します。
■日時　１0月２１日㈰
　　　　１0：00～１4：00
■場所　
　石川職業能力開発促進センター
　（金沢市観音堂町へ １ 番地）
■種目

ワードプロセッサ（一般・支援
学校部門）、データ入力（知的
障害者）、オフィスアシスタン
ト、ビルクリーニング、喫茶サー
ビス

■申込期限　 9 月１4日㈮
(独法)高齢・障害・求職者雇用

　支援機構　☎076-２67-600１

ピアノ大好きコンサート
　スタインウェイピアノであなただ
けの音色を奏でませんか。皆さん
の申し込みをお待ちしています。
■開催日　１２月 9 日㈰
■場所　七尾サンライフプラザ　
　　　　大ホール
■参加費　１,000円
■申込期限　１１月 4 日㈰
■持ち時間　 7 分以内で ２ 曲まで

七尾市公共施設管理公社
　☎53-１１60

　　　　　　　　　　　　　　　

石川県立七尾産業技術専門校
平成31年度訓練生募集
■募集学科(定員)
　普通課程生産設備保全科(１0人)
　普通課程自動車整備科(30人)
■応募資格　
　高等学校卒業または卒業見込み
　の人でおおむね35歳までの人
■訓練期間
　生産設備保全科： １ 年間
　自動車整備科　： ２ 年間
■申込期間
　１0月 １ 日㈪～ １0月3１日㈬

石川県立七尾産業技術専門校
　☎5２-3１59

　　　　　　　　　　　　　　　

富山県高岡市交流情報
第38回高岡万葉まつり
　日本最古の歌集「万葉集」の編
者として知られる大伴家持は、奈
良時代に越中国守として高岡に赴
任し、多くの秀歌を残しました。　
　「万葉集全２0巻朗唱の会」に加
え、今年は越中三賦ミニコンサー
トなどのイベントも開催されま
す。
■期間　１0月 5 日㈮～ １0月 7 日㈰
■場所　高岡古城公園
　　　　中の島特設水上舞台ほか

高岡万葉まつり実行委員会
　（高岡市観光交流課内）
　☎0766-２0-１30１

第77回七尾城まつり
■前夜祭　 9 月１5日㈯（懐古館）
　１8：00～
　　邦楽の夕べ
　　光の回廊
■本祭　 9 月１6日㈰
　１0：00～
　　奉納演舞（本丸跡周辺）
　　【出演者】

七尾豊年太鼓、鍛治町でか山
木遣り、御陣乗太鼓、越後上
越上杉おもてなし武将隊、村
田彦二、矢田郷地区各幼保園、
天神山小学校、鵬学園高等学
校、剣詩舞教室

　１0：55　能登畠山物語
　　　　　　～七尾城の戦い～
　１２：２0　城山のろし風船
　１3：２0　77枚の連凧あげ
■第23回九月十三夜全国詩吟大会
　 9 ：30 ～　七尾サンライフプラザ
■無料シャトルバス
　区間：矢田郷地区コミュニティ
　　　　センター～本丸跡
　時間： 8 ：00～

矢田郷地区コミュニティセンター
　☎5２-5２40

　　　　　　　　　　　　　　　

七尾検定２018は
平成31年 ２ 月２3日㈯開催
　申し込み受け付けなどの詳細
は、広報１0月号に掲載します。

七尾検定実行委員会事務局
　（スポーツ・文化課内）
　☎53-8437
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

羽咋市
唐戸山神事相撲

～水なし、塩なし、
まったなし～
2 千年にわたって継
承される神事相撲を
観戦しませんか。

［日時］9 月25日㈫　17：30～
［場所］唐戸山相撲場（南中央町）

商工観光課　☎0767-22-1118

志賀町
見竹神社萬燈祭

竹燈籠にろうそくを
ともし、神社の境内
や川べりなどに並べ、
1 万個以上の明かり
が集落を照らします。
幻想的な秋の里山風情をお楽しみください。

［日時］ 9 月16日㈰
［場所］見竹神社（長田）

商工観光課　☎0767-32-1111

中能登町
第13回中能登町福祉のつどい

［日時］9 月30日㈰
［場所］ラピア鹿島
［内容］

9：00～ 福祉功労者
 表彰式典
10：00～ ふれあいステージ
 ・抽選会
13：30～ 記念講演　辛坊 治郎

社会福祉協議会（ゆうゆう内）
　☎0767-74-2252

宝達志水町
東間(あずま)大花火

宝達山の麓に位置する「花火師の郷」東間。
趣向を凝らしたさま
ざまな花火をお楽し
みください。

［日時］9 月29日㈯
　　 　20：00～

［場所］宝達志水町東間農村公園
※駐車場　放牧場（石川県畜産試験場）横

能登煙火(株)　☎0767-28-2514

第3２回徳田まつり
■日時　１0月 7 日㈰
　　　　１0：00～１4：00
■場所　能登歴史公園
■内容

石川県警音楽隊、成世昌平歌謡
ショー「はぐれコキリコ」、獅
子舞、太鼓、演奏、踊り、模擬
店、リサイクルバザー、青空市
（地元特産品）、お茶席、里山
ワークショップ、はしご車乗車
体験、自衛隊フェア、防犯フェ
ア

徳田まつり実行委員会
　☎57-１２5２

　　　　　　　　　　　　　　　

七尾まだら保存伝承師
認定審査会
■日時　 9 月２3日(日・祝)
　　　　１3：00～
■場所　七尾美術館
■審査料
　唄、踊り、三味線とも１,000円

七尾まだら保存会　杉田
　☎5２-１5１3

西湊まつり２018
　前田利家公と甲冑姿の住民によ
る武者行列が練り歩きます。今年
は畠山家と前田家の合同法要を長
壽寺で行い、はしご車の試乗体験
もできます。武者行列による交通
規制にご協力ください。
■開催日　 9 月30日㈰
　　　　　１0：00～１4：00
■場所　
　西湊地区コミュニティセンター
■内容　
　武者行列、テント村、合同法要、
　作品展示、アトラクション
■出演者

西湊鬼楽太鼓、西湊保育園、小
丸山認定こども園、小丸山小学
校、七尾吹奏楽団、なぎの浦子
ども太鼓、西湊女性会、舞士道、
海々、あらた、きらら華小町

西湊まつり２0１8実行委員会
　（西湊地区コミュニティセンター
　内）☎5２-２6２3

 ァミリーマート
和光苑

七尾西湊合同庁舎

全面通行止め

迂回ルート

長壽寺

しまむら

西湊保育園

石川トヨペット

卍妙観院

ベイモール

〒津向町

西湊地区

コミュニティ

センター

 列により全面通 止めになります
10：00～12：00

 湊地区コミュニティセンター  湊まつり2018実行委員会（ 湊地区コミュニティセンター内）

 

 018

30

長壽寺

・

西湊地区
コミュニティセンター
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