第24回七尾城山クリーン大作戦
ボランティア大募集
「第71回七尾城まつり」に向け
て、みんなでひと足早く、まつり
気分でワイワイ楽しく七尾城山を
きれいにしませんか。
当日参加も大歓迎！ちょっとい
い汗流したい人、この指と～まれ！
■日時 ８月26日㈰
８：30集合
■場所 七尾城史資料館前
■持ち物 かま、軍手など
矢田郷公民館 ☎52-5240
…

イベント
七尾の歴史再発見
スタンプラリー 2012
とうはくんと文化施設を巡り、
オリジナルグッズをゲットしませ
んか！
■期間 ８月31日㈮まで
（休館日にご注意ください）
■場所 ８文化施設
・明治の館
・祭り会館
・七尾城史資料館
・懐古館
・能登国分寺展示館
・石川県七尾美術館
・石川県能登島ガラス美術館
・蝦夷穴歴史センター
■申込方法 ８施設で台紙を受け
取り、２施設以上のスタンプを
押印後、各施設の応募箱に投函。
■費用
大人（高校生以上）各施設の
入館料
子ども（中学生以下）無料
■景品 抽選でとんぼの眼90個、
とうはくんストラップ５個、
祭り会館Ｔシャツ５枚
■その他 投函者全員に証明書
（とうはくんオリジナルシール）
を発行
文化課 ☎53-8437

平成24年度海上保安大学校学生採用試験
■申込期限

インターネット受付
郵送・持参受付

８月30日㈭～９月６日㈭
９月３日㈪～９月11日㈫

■受験資格
平成24年４月１日に、高等学校または中等教育学校を卒業した日の
翌日から２年を経過していない人および平成25年３月までに高等学校
または中等教育学校を卒業見込みの人など
■試験日、試験地
第１次試験 11月３日㈯・４日㈰、金沢市、新潟市など
第２次試験 12月21日㈮、新潟市など
七尾海上保安部管理課 ☎52-9118
…

「能登の里山里海」の写真100選
【夏編】を募集！
将来に残したい、地域の風土や
魅力を写真に収めてみませんか？
■応募条件 応募者本人が撮影し
未発表の作品
データでの応募不可
※１人何点でも応募可能
■申込期限 ９月10日㈪
■入選作品 入選者へ記念品贈呈
各種ＰＲに使用
世界農業遺産活用実行
委員会 ☎076-225-1469

七尾市赤十字奉仕団員募集
～あなたも参加しませんか？～
「気付き・考え・実行する」皆
さんの小さな力の集まりが、大き
な力になります。
■内容
・地域ふれあい事業（保育園など）
・防災炊き出し訓練
・救急法（AEDなど）講習会
・プルタブ回収事業
（プルタブを換金し、難民地区
に援助）
・献血の促進

…

第７回七尾城跡

ウオークラリー参加者募集
「第71回七尾城まつり」に併せ
て、秋の城山をウオーキングしま
せんか。ゴールで新米おにぎりな
どプレゼント！
■日時 ９月16日㈰ ９：00 ～
■場所 天神山小学校
■参加費 大人100円
中学生以下50円
（保険料含む）
■申込期限 ９月９日㈰
（当日受付可能）

矢田郷公民館

☎52-5240

福祉課

☎53-8463
…

国家資格合格を応援します！
平成24年度介護福祉士国
家試験受験準備講習会
■日時

８月23日、９月６日
９月20日、10月４日
10月18日、11月１日
（全て木曜日 計６日間）
９：30 ～ 16：30
■場所 七尾勤労者総合福祉セン
ター（ワークパル七尾）
■内容 試験科目ごとの重要項目
の解説など
■受講料 20,000円
■定員 60人
■申込期限 ８月14日㈫
石川県福祉人材センター
☎076-234-1151
広報ななお
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いしかわ環境フェア2012
能登ふるさと博
〈エコ住宅展・里山里海展〉
大人から子どもまで環境を楽し
く学べます。
■日時 ８月25日㈯～ 26日㈰
10：00 ～ 17：00
■場所 石川県産業展示館４号館
■内容 ステージショー、工作・
体験コーナーなど
■入場料 無料
㈳いしかわ環境パートナー
シップ県民会議
☎076-266-0881

能登半島全体がパビリオン

【能登秘宝めぐり2012】
■期限 10月13日㈯まで
■場所 宝達志水町以北の9 市町（各市町１カ所）
■内容 大田町の海門寺で「弁財天尊像」などの秘宝を公開中です。
また、９月29日、30日の２日間限定で「国重要文化財 千手観
音像（秘仏）」が特別公開されます。
【能登半島海釣り大会2012】
■期限 10月28日㈰まで
■場所 宝達志水町以北の能登半島海岸全域
■登録料 １,000 円
※事前に登録が必要です。
検索

能登ふるさと博

能登半島広域観光協会

☎53-7767

…

…

2012いしかわミュージック
アカデミー ミニコンサート

世界農業遺産「能登の里山里海」
昔の写真展を開催！

クラシックの名曲からポピュラー
まで楽しい時間をお届けします。
■日時 ８月20日㈪
13：30 ～ 14：00
■場所 能登食祭市場
■内容 アカデミー受講生の弦楽
四重奏による演奏
■入場料 無料

昭和10年頃から昭和30年頃に撮
影された、今では見ることができ
ない貴重な風俗や風景の写真展
■期間 ９月30日㈰まで
■場所 明治の館・祭り会館
■料金 明治の館 300円
祭り会館 500円

いしかわミュージック
アカデミー実行委員会
☎076-225-1372

夏休みに家族との思い出を作り
ませんか？
■日時 ８月25日㈯
17：00 ～ 20：30
■場所 七尾サンライフプラザ
■内容 わんこそば大会、盆踊り、
大抽選会など
たくさんの夜店が出店し
ます。
■その他 前売り券購入で抽選会
に参加できます。
矢田郷公民館 ☎52-5240
…

文化課
…

ナイトインサマーやたごう

☎53-8437
…

交流都市だより

能登空港「空の日」フェスタ〈日本航空学園「航空祭」合同開催〉 夏の国宝瑞龍寺
夜の祈りと大福市
■日時 ９月９日㈰ 10：00 ～ 16：30
■場所 能登空港
■内容
⑴管制塔・気象施設見学（小学生とその家族）
①10：40 ～②11：20 ～③15：15 ～④15：50 ～（各回定員25人）
⑵ＡＮＡお仕事見学（各回定員20人）
①10：00 ～ ②14：30 ～
⑶子どもクッキング教室（各回定員12人）①10：00 ～ ②13：30 ～
※ほかにも多彩なイベントを開催します。
■申込方法
往復ハガキに希望イベント・時間・住所・氏名・年齢・電話番号を
記入の上、８月24日㈮必着で下記まで送付してください。ハガキ１枚
で⑴は５人まで、⑵は４人まで、⑶は２人まで申し込みができます。
応募多数の場合は抽選となります。
能登空港「空の日」実行委員会 ☎0768-26-2100
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国宝瑞龍寺が色鮮やかにライト
アップされ、夏の夜空を彩ります。
また、温かい食べ物やイベント
にちなんだ縁起物の販売をしま
す。
■日時 ８月11日㈯～ 12日㈰
■場所 国宝瑞龍寺
（富山県高岡市）
瑞龍寺夜の祈り実行委員会
☎0766-22-2226

