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イベント

 こころ疲れていませんか

■日時　９月18日（土）
　　　　　　13：30 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　　　　　　　　視聴覚室
■内容　ストレスとの上手なつき
　　　　合い方
■講師　石川県立看護大学
　　　　　教授　武山　雅志　氏
■費用　無料（申込不要）
  　健康推進課　?53-3623

メンタルヘルス講演会開催

 集まれ・未来の「等伯」

 自主放送に関心のある方へ

 等伯にちなんだグルメ！

 第２の人生を歩む方に！

長谷川等伯 没後 400 年記念
　　七尾市美術展覧会　作品募集

放送番組審議会の
　　　　　　委員を募集します！

長谷川等伯没後 400 年記念事業
　「長谷川とうふ伯グルメ博覧会」
　　　　　　　　　　参加店募集

いしかわ長寿大学　７期生他募集

ジュニアの部（小 ･ 中学生）
絵画の部　８ツ切画用紙：水彩
　　　　　（課題自由、額装不要）
習字の部　
　半紙（33.3cm × 24.3cm）
　学年別課題
　小１「まつ」　小２「だるま」
　小３「とうはく」　小４「松林」
　小５「松風の音」　
　小６「桃山文化」：楷書
　中学生　共通「青雲の志」
　中１：楷書　中２・３：行書
■締切　10月17日（日）
■搬入場所
　フォーラム七尾 4 階中ホール
■応募点数　各部門１人１点
■出品料　１点につき 300 円
※作品の裏面右下に学校名・学　
　年・名前を鉛筆で記載。
一般の部（高校生以上）

■部門　日本画、洋画、彫刻、　
　　　　 工芸、書、写真
■締切　10 月 28 日（木）　
■搬入場所　七尾美術館
※詳細はお問合せください。
  　七尾美術作家協会　事務局
　? 橋本 53-3011、内藤 52-4755

■日時　10月２日（土）～
            11月30日（火）
■場所 七尾市内
■内容 
  飲食店などのお店で「豆腐」を
メインに使ったメニューや商品を
販売します。
■参加条件
  ①市内で製造された豆腐を使用
  ②七尾市観光協会に加盟
■参加料　2,000 円
■申込締切　９月11日（土）
    　七尾市観光協会事務局
　　（観光交流課内）　?53-8424

  生きがいのある豊かなセカンド
ライフを創造しませんか？ただい
ま受講生募集中！

■日時　10 月 20 日（水）
            開講～ 2 年間
        （毎月第 1・第 3 水曜日）
■場所　七尾サンライフプラザ
■資格　60 歳以上の方
■定員　60 人（定員超は抽選）
■費用　無料（材料費自己負担）
■申込　入学願書を提出
      （願書は福祉課にあります）
■締切　９月 30 日（木）
  　福祉課　?53 － 8463

 スキルアップしませんか？

 訓練生募集！

 みんなで子育て家庭を応援！

■日時　９月28日（火）～
　　　　　　11月12日（金）
　　　　　　18：30 ～ 20：30
■場所　七尾商工会議所会議室
■定員　40人
■内容　
　日商簿記検定試験３級程度
■受講料　5,000円
■締切　９月16日（木）
    　七尾商工会議所
　　　　　　　　　　?54-8888

■募集人数　３人
■任期　２年
■応募資格　
  ケーブルテレビ加入者で、「ケー
ブルテレビななお」の放送番組に
関心がある満20歳以上の方
■募集締切　９月30日（木）
■決定方法　選考により決定
  　情報センター ?84-0055

自動車整備科（定員30人）
■訓練期間（２年間）
　平成23年４月７日（木）～
　　　　　平成25年３月15日（金）
計測制御技術科（定員10人）

■訓練期間（１年間）
　平成23年４月７日（木）～
　　　　　平成24年３月15日（木）
■各科応募期間
  10月１日（金）～ 11月５日（金）
※詳細については、お問い合わせ
　ください。
  　石川県立七尾産業技術専門校
　　　　　　　　　　?52-3159

出店者・出品物募集
  出店料は無料です。出店につい
ては個人またはボランティア団体
とします。
■日時　９月19日(日)  
             10：00 ～ 17：00
■場所　どんたくアスティ店
■内容　チャイルドシート、子ど    
        もイス、衣料など
※このイベントは「七尾市協働の
まちづくり推進事業」の助成によ
り、開催します。
  　ＮＰＯ法人ぽっかぽか
　　　　　萬行嘉子　?52－2338

簿記講座開催（全20回）

平成23年度訓練生募集

子ども用品ゆずり市開催
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 等伯を知るよい機会です

第８回ふるさと民謡まつり
 　　　　第 28 回青柏民謡発表会

　郷土が生んだ画聖長谷川等伯の
偉業を市民に紹介し、「等伯会」設
立の経緯をはじめ、七尾に埋もれ
ていた文化の発掘について、広く
知っていただくための座談会形式
のつどいです。
■日時　９月25日（土）
            10：00 ～ 12：00
■場所　七尾美術館
■参加費　無料
  　七尾講師の会　半田　
 　　　　　　　　　　?52-5412

■日時　９月12日（日）
            10：00 ～ 15：00
■場所　親子ふれあいランド
 　　　　　あい・あい・あい
　　　　　　　（ミナ．クル３階）
　　　　フォーラム七尾
　　　　　      （パトリア４階）
■内容　
　公私立保育園児や保育士アトラ
クション・つくろうコーナー・お
すすめ手作りおやつ・子育て相
談・入園相談・公私立保育園紹介・
子育て支援事業紹介など
  　子育て支援課　?53-8419

 日本リーグがやってくる！ 一人で悩まず、語り合おう！

 ＷＪＢＬ日本リーグ試合
■日時　10月16日（土）14：00 ～
      アイシンＡＷ　VS　富士通
■場所　七尾総合市民体育館
※地元選抜チーム

（ ９：00 ～）や 石
川ブルースパーク
ス（11：00 ～）の
試合もあります。

　こころの病を持つ人たちが、地
域で安心して暮らすために。そし
て彼らを支える家族が元気になる
ために。悩みを語り合い、情報交
換するつどいに参加しませんか！
■日時　10月16日（土）
　　　　　　10：00 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■対象　こころの病を支える家族
■内容　
　・こころのリラクゼーション
　　（落語の鑑賞）
　・相談会(こころの病気や薬に
　　ついて親亡き後の不安など）
　・交流会
■費用　600円（昼食代）
■申込締切　９月26日（日）
  　ピアサポートのと
　　　　津田・木谷　?54-0808

■日時　10月９日（土）・10日（日）
        ９：00 ～
■場所　・七尾総合市民体育館
　　　　・七尾高校体育館
  　ＷＪＢＬ七尾大会事務局
　　　（中島公民館内）?66-0330

 民謡にふれてみませんか？！

　民謡は、日本の風土と人情が育
み醸成した伝統文化であり日本人
の「心の詩」です。今年は長谷川
等伯没後 400 年という節目を記念
し、特別演目に「長谷川等伯のあ
ゆみ」を取り上げましたので、ぜ
ひご家族でお越しください。
■日時　10月10日（日）10:00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
■入場料　1,000 円
  七尾市文化協会　?53-0596　
　青柏民謡会　中西　?62-3178

「等伯と　ふるさと七尾」のつどい

第 12 回ＷＪＢＬ女子日本リーグ
　バスケットボール七尾大会開催

こころの病を支える
　　　　　家族のつどい第２弾！

2010 ねんりんピック協賛
  第９回全国ゴールデンシニア
　　　バスケットボール大会開催

能登空港！今月のイベントは！！

日本航空学園「航空祭」などを開催

のっぴーグラス作り
■日時　９月 12 日（日）10：00 ～ 15：00
■参加費　無料
■対象　幼児から小学生以下（限定 50 人）
  　能登空港賑い創出実行委員会　?0768-26-2303

能登空港「空の日」フェスタ＆日本航空学園「航空祭」合同開催
■日時　10 月３日（日）9：30 ～ 16：00
■内容　①管制塔・気象施設見学〔事前申込〕
　　　　　10：45　11：40　15：25　15：55　定員 100 人
　　　　②見てみよう「ＡＮＡお仕事見学」〔事前申込〕
　　　　　10：30　15：00　定員 40 人　対象　小学生とその家族
　　　　③子供クッキング教室〔事前申込〕
　　　　　10：00　13：30　定員 24 人　対象　小学生
　　　　④フリーマーケット・地物市
　　　　⑤アトラクション（よさこい）
　　　　⑥空港内バスツアー
　　　　⑦ヘリ救助訓練デモンストレーション
■①・②・③の申込方法
　往復ハガキに希望時間・住所・氏名・年齢・電話番号を記入。ハガ
キ１枚で①は 5 人・②は 4 人・③は 2 人まで申込可能。
■締切　９月 22 日（水）必着
  　能登空港「空の日」実行委員会　?0768-26-2100

 いっしょに楽しもう！

『わくわく親子ひろば』開催




