
第26回JAPAN TENT
ホストファミリーを募集
　８月下旬に日本で学ぶ世界各国
の留学生が県内に集って滞在する
JAPAN TENTが開催されます。
七尾市でも20数名の留学生の受け
入れを予定しています。
　気をはらず普段の生活に留学生を
家族の一員として迎えてくれるホス
トファミリーを募集しています。皆
さんのご連絡をお待ちしています。
■受入期間　 8月22日㈭～25日㈰
　 市民男女協働課　☎53-8633

環境配慮型施設整備支援事業
　地球温暖化の防止や省エネ効果
の一助として、新たに屋上や壁面
緑化など、環境に配慮する市内企
業などに補助金を交付します。
■対象者　市内中小企業者および
個人事業者など

■対象事業　屋上緑化、壁面緑化、
太陽光発電システムなどの設置

■補助額　上限50万円
■補助率　 1／ 3
■申込期限　12月27日㈮
※審査して選考します。
　詳細はお問い合せください。
　 産業振興課　☎53-8565

環境にやさしい
チャレンジ企業等支援事業
　市内企業などが実施する里山里
海の利用保全活動を支援します。
■対象者
　市内中小企業者および個人事業
者など
■対象事業
　創意工夫で、新たな担い手として域
内の里山里海の利用保全を行って
いるモデル的事業
　【例】里山の森づくり
　　   （植樹、下草刈り、間伐など）
  　　 里海づくりの活動
　　   （海岸清掃、藻場再生など）
■補助額　上限50万円
■補助率　 1／ 2
■申込期限　12月27日㈮
※審査会を開催し、選考します。
　詳細はお問い合せください。
　 産業振興課　☎53-8565

平成25年度産業化資源事
業化可能性調査事業募集
　市内の中小企業などが地域資源
を活用した製品開発や、国・県な
どの施策を活用した事業に結びつ
けるために必要な調査（市場調査、
事業可能性調査など）の支援を行
います。
■補助事業者
　七尾市内に事業所がある中小企
業、または企業の振興にかかる
事業を行う団体で次の要件を満
たすもの
　①石川県に指定された地域資源

などを活用して事業計画を考
えていること

　②中小企業であって従業員が50
人以下であること

■補助額　上限50万円
■補助率　 2／ 3
■公募期限　 7月 1日㈪
※審査会を開催し、選考します。
　詳細はお問い合せください。
　 産業振興課　☎53-8565

カナダデー・フェア
カナダ建国記念日を楽しもう！
　カナダ出身の人たちと交流でき
ます！どなたでも気軽にご参加く
ださい。
■日時　　 6月30日㈰
　　　　　14：00 ～ 16：00
■場所　　七尾サンライフプラザ
　　　　　中ホール
■参加費　大人　　　　200円
　　　　　高校生以下　100円
■内容　・カナダの国旗作り
　　　　・カナダの食文化体験
　　　　・カナダ紹介など
　 

　 市民男女協働課　☎53-8633

ドキュメンタリー映画
「ひとにぎりの塩」上映
■日時　 6月 9日㈰
■場所　石川県七尾美術館
■時間　13：00開場 13：30開演
■鑑賞券　前売り　1,000円
　　　　　当日　　1,200円
■同時開催
　舞踊「等伯さん」七尾民謡会
　「能登の里山里海」写真映像上映
　能登の物産テント市
　 元気に頑張る能登のおっかちゃ
ん「赤いかっぽう着隊」事務局

　☎52-5028　田中

飛び出そう　舞台へ！
ピティナ・ピアノステップ開催
　ピアノステップとは、いつでも
参加でき、アドバイスがもらえる
公開のステージです。
■日時　 7月21日㈰
■場所　七尾美術館
■アドバイザー　高橋 悦 氏 他 2人
■申込期限　 6月17日㈪
※当日はどなたでも無料で見学で
きます。

　 ☎090-1110-8724（平島）

「らくらく運動教室」
楽しく動いて運動習慣を作ろう！
　運動不足の人、健康に関心のあ
る人、家族や友達同士お誘い合わ
せのうえ多数ご参加ください。
■日時　毎週木曜日
　　　　19：00 ～ 20：00
　　　　（平成26年 3月27日㈭まで）
■場所　七尾総合市民体育館
■講師　厚生労働省健康運動指導士
　　　　元橋美津子
■会費　 1カ月1,000円
※随時無料体験会を行っています
ので、興味のある人はぜひご参
加ください。
　 七尾総合市民体育館
　 ☎53-4242

東日本大震災義援金のお礼
　大震災で被災された方々に対
し、市民の皆様から多くの義援金
をお寄せいただいております。
　市民の皆様の善意に心から感謝
申し上げます。
義援金をいただいた方のご芳名
（敬称省略・順不同）
㈱赤留商会健康屋事業部、ナッ
ピィーモールお客様一同、公益社
団法人七尾青年会議所、石川県立
七尾東雲高等学校、奥原婦人会
　 福祉課　☎53-8463

高校生カフェ・レス「しののめ夢パーク]オープン！
■営業日時　 6月から 7月までの毎週木曜日
　　　　　　（ 7月18日㈭は営業しません）
　　　　　　16：00 ～ 17：00
■場所　　　七尾東雲高等学校 「しののめ夢パーク」
■販売商品　・加工食品（ジャム、クッキー、ウコン）
　　　　　　・野菜・草花
　　　　　※野菜、草花は季節により変更します

【しののめ夢パーク in パトリア】
■営業日　 6月15日㈯、7月20日㈯、8月17日㈯
■場所　パトリア１階　10：00 ～ 12：00 ※売り切れ次第終了します。
　 七尾東雲高等学校　 ☎57-1411

不法投棄を「しない！させ
ない！許さない！」
　日常生活で排出される「ごみ」を
適正に処理せず、不法投棄が行わ
れているのが実情です。市では、監
視員によるパトロールや警告看板
の設置などで不法投棄防止に努め
ています。
　しかし、空き缶やペットボトルの
ポイ捨て、家電製品や家具などの不
法投棄の事例が後を絶ちません。
　不法投棄を「しない、させない、許
さない」という気持ちで美しい七尾
市を守りましょう。
　不法投棄の現場を発見したときは、
直ちに環境課までご連絡ください。

　 環境課　☎53-8421

七鹿社会教育協会
創立五周年記念講演会
■日時　 6月15日㈯　13：30 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　視聴覚室
■定員　約200人
■講師　増岡　弘　氏（声優）
　（「サザエさん」マスオ役など）
■入場無料
　 七鹿社会教育協会　☎52-0576

イベント

お知らせ

希望の丘公園へ「ササユ
リ」を見にきませんか
　希少なササユリが毎年初夏に、
淡いピンクで甘
い香りがする花
を咲かせます。貴
重なササユリを
ぜひ見に来てく
ださい。

ササユリは種から花を咲かせるま
で10年もかかる、とても繊細な植物
で、県の準絶滅危惧種にも指定さ
れています。希望の丘公園ではサ
サユリの保護育成に務めています。

※採取は固くお断りします。

■期間　 6月10日㈪～ 7月10日㈬
　公式ホームページ始めました！

　 希望の丘公園管理事務所
　 ☎52-9266

希望の丘公園 検索

HIV（エイズ）血液検査
　HIV（エイズ）は身近な問題であ
り決して他人事ではありません。正
しい知識を持ち、また安心と早期発
見のため検査を受けましょう。
能登中部保健福祉センター
【迅速検査】
■日時　毎月第 1月曜日
　　　　 9：00 ～ 11：30
※約 1時間で結果がわかります。
【通常検査】
■日時　毎月第 2月曜日
　　　　 9：00 ～ 19：00
　　　　その他の月曜日
　　　　 9：00 ～ 11：30
羽咋地域センター
【通常検査】
■日時　毎月第 2月曜日
　　　　 9：00 ～ 11：30
※両会場の検査は、要予約（前週の
金曜日まで）

※匿名・無料で行っています。
※約10日後に結果がわかります。
　 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482
　 羽咋地域センター
　 ☎0767-22-1170

ピティナ・ピアノ 検索
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七尾市議会の日程
　平成25年第 2 回定例会が始まり
ます。日程は次のとおりです。
6月10日㈪10：00 ～　提案理由
6月17日㈪10：00 ～　一般質問
6月18日㈫10：00 ～　一般質問
6月25日㈫14：00 ～　採決など
※議会会議録は、市内各図書館や
市ホームページで閲覧可能です。

【議会を傍聴しませんか？！】
　入場前に住所・氏名を記入する
だけで、どなたでも傍聴できます。
（団体は事前申込）
　 議会事務局　☎53-8433問
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