
不用品活用銀行
ゆずります

お膳（中・小）、スーツケース（中・
小）、スニーカー（女性用・24.5㎝）、
革靴（男性用・24.5㎝）、ゴルフバッ
グ（黒）、柔道着（Lサイズ・男性
用）、体操服（東部中学校用、男子、
Oサイズ（180㎝）、上下）、学習デ
スク、子ども服（女・80 ～ 90㎝）
ゆずってください
自転車（26インチ）、ふとん干し台、
中学生男子用学生服（150 ～ 160
㎝）、こたつふとん一式(正方形)、
大正琴、ベビーベッド、ベビーバ
ウンサー、ベビーカー、足踏みミ
シン
※電気製品は取扱不可
※登録期限は６カ月
※交渉の成立・不成立は必ず環境
安全課までご連絡願います。
　環境安全課　☎53-8421
　　　　　　   …  　　　　　　

市長談話室
～市政への想いやアイデアを

お聞かせください～
■日時　３月26日㈫
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　能登島市民センター
■日時　４月９日㈫
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　七尾市役所
■申込期限　開催日の１週間前
※１組30分以内
　広報広聴課　☎53-8423
　　　　　　   …  　　　　　　

３月23日㈯完成記念式典
七尾市能登島グラウンド
　旧能登島中学校に人工芝サッ
カーグラウンド２面が誕生！
　ナイター設備もあり夜間でも、
サッカーが楽しめます。
※４月１日㈪から受付開始。
■施設　・サッカー場２面
　　　　・テニスコート３面
　　　　　（フットサル２面）
　観光交流課　☎53-8424

「朝市・定期市」を開催している 
皆さん！ご連絡ください！
　まちおこしなどを目的に、「朝
市・定期市」が多く開催されてい
ます。「広報ななお」では、「市」
でがんばっている人などの取材
や、「朝市・定期市」のマップづ
くりの作成など、「市」の活性化
につながる広報特集を、春ごろに
計画しています。
　市内のどこで「市」が行われて
いるのかを把握したいので、地域
などで「市」を
開催している皆
さん、ご連絡く
ださい。
■連絡内容　
　市の名前、住所、電話番号
　開催日、場所、開催目的など
　広報広聴課　☎53-8423
　　　　　　   …  　　　　　　

最優秀賞受賞！（映像部門） 
石川県広報コンクール
　ケーブルテレビななおが、制作
した番組「ありがとう―能登島中
学校―」が平成25年石川県広報コ
ンクール（映像部門）で最優秀賞
を受賞しました。今回、受賞を受
けて、平成24年５月14日に放送さ
れた本作品を再放送します。
■放送日時　３月11日㈪
　　　　　　～ 17日㈰
　①17：00 ～　②22：00 ～
※１日に２回放送します。
　ケーブルテレビななお
　　☎84-0055

第４回ななお景観フォーラム2013
　世界農業遺産に認定された「能
登の里山里海」の風景を未来へ届
けるために、想いを巡らすひと時
を過ごしてみませんか。
■日時　３月17日㈰　13：30
■場所　七尾美術館
※申込不要、参加無料
　都市建築課　☎53-8469
　　　　　　   …  　　　　　　

七尾市議会の日程
　２月28日㈭から平成25年第１回
定例会が始まり、提案理由説明が
行われました。今後の日程は次の
とおりです。
３月６日㈬　10：00 ～  代表質問
３月７日㈭　10：00 ～  一般質問
３月８日㈮　10：00 ～  一般質問
３月22日㈮　14：00 ～  採決など
議会を傍聴しませんか？
どなたでも傍聴できます。
　議会事務局　☎53-8433
　　　　　　   …  　　　　　　

「ミナ．クル」市民窓口 
日曜日も開設（期間限定）
　平日の時間外、土曜日業務に加
え３月・４月は、次のとおり窓口
対応をします。
■日時　３月全ての日曜日
　　　　４月７日㈰、14日㈰
　　　　８：30 ～ 17：15
■内容　住民票、印鑑証明、戸籍、
　納税証明書、所得・課税証明書
　の発行、各申請書の預かりなど
　福祉課　☎53-8463

20広報ななお

ケーブルテレビななおＣコースチャンネル変更
■変更チャンネル

変　更　前 変　更　後
日経ＣＮＢＣ
ビジネス経済専門チャンネル

テレ朝チャンネル１
「ドラマ・バラエティ・アニメ」など

■変更日　４月１日㈪から
　テレビ朝日がお届けする総合エンターテイメントチャンネル。ここで
しか見られないバラエティやテレビ朝日の高視聴率ドラマ、人気アニメ
など、家族全員で楽しめるコンテンツを24時間365日お届けします！
　ケーブルテレビ推進室　☎84-0155
　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　
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羽咋市 ＊

開運！なんでも鑑定団in羽咋
自慢の「お宝」大募集
［申込期限］　４月19日（金）
［対　　象］　石川県内全域

　人気番組「開運！な
んでも鑑定団」が、羽
咋市にやってきます。
皆さん自慢のお宝を大
募集します！
　詳しくは
羽咋青年会議所 検索

　羽咋青年会議所　☎0767-22-1317

志賀町 ＊

旧福浦灯台に60年ぶりの光
［日時］　３月31日まで　19：00 ～ 22：00
［場所］　旧福浦灯台（志賀町福浦港）

　日本最古の木造灯台
で、映画「リトル・マ
エストラ」の撮影場所
となった旧福浦灯台。
ライトアップされた幻
想的な姿を見せます。

　志賀町商工観光課　　☎0767-32-9341

中能登町 ＊

鹿西中学校閉校記念「杉田二郎ライブコンサート」
～戦争を知らない子どもたちへ～
［日時］　３月10日(日)
　　　　14:00 ～ 15:00
［場所］　鹿西中学校
　　　　（中能登町能登部下）
※入場無料

　鹿西中学校

　　☎72-2109

宝達志水町 ＊

桜まつり
［日時］　４月14日（日）10:00 ～ 15:00
［場所］　白虎山公園（宝達志水町敷波）
※桜ウイーク（７日～ 21日）には、町内各地で
　イベントを開催します。

　家族や友達そろって
“桜の里”宝達志水町で
お花見しませんか。

　宝達志水町商工会　☎0767-28-2301

「わがまちを元気にする」まちづくり活動を応援します！
　「わがまちを元気にする」社会貢献的な活動をしているグループ・団
体に対して、最大20万円まで活動資金を補助します。
　まちづくり活動に興味のある人、具体的に提案をお持ちの人の参加を
お待ちしています。

平成24年度活動報告会
今年の提案団体の活動成果を聞いてみよう！
■日時　３月16日㈯　9:00 ～
■場所　七尾市役所201会議室
■内容　平成24年度に補助を受けた10団体による活動報告
赤いかっぽう着隊
（能登の里山里海の魅力を発信）

サイエンスカフェ・ナナオ
（科学をテーマにしたミニ講座）

じたばた農園
（段ボールコンポストで堆肥づくり、
親子で食育農業体験）

七尾・山の寺地域振興会
（山の寺寺院群の魅力発信と山の寺学
の実施）

小牧壮年団
（里海と祭で都市大学生らと交流企画
の実施）

能登薪人の会
（間伐材で薪づくり、里山の維持活動）

能登マリンフェスタ実行委員会
（七尾湾で楽しめるマリンスポーツ普
及イベント開催）

ドリームタウン
（元気なお年寄りによるよさこいダン
スと介護予防の訪問活動）

でか小屋再生おせっ会
（全国芝居小屋会議の開催誘致）

多文化共生サロン・サラダボウル
（在住外国人の交流サロン運営）

補助金制度がよくわかる！平成25年度補助制度の説明会
■日時　３月16日㈯　12:00 ～（上記の報告会終了後に開催します）
■場所　七尾市役所201会議室
■内容　平成25年度協働のまちづくり推進事業の応募方法の説明
※本募集は、七尾市議会での平成25年度予算成立を条件に、実施するも
　のであることを予めご了承ください。

平成25年度「協働のまちづくり推進事業」への提案を審査する
選考委員を募集
　市民活動団体などからの創意と工夫のあふれるまちづくりの提案を、
審査、選考しませんか。
■申込期限　３月26日㈫必着
■任　　期　平成25年４月１日～平成26年３月31日まで
■応募方法　詳細は、電話でお問い合わせください。

　まちづくり活動の提案内容
や申請書類の書き方など、わ
からないことはお気軽にご相
談ください。私たちがサポー
トします。

　市民男女協働課　☎53-8633


