
ジュニア＆レディースゴルフ
スクール開催
　初心者歓迎します。ゴルフクラ
ブなどがない人でも大丈夫です。
プロゴルファー山下英章さんが親
切丁寧に教えてくれます。気軽に
参加してください。
■日時　 7月19日㈯～
　　　　毎月 1回第 3土曜日
　　　　18：00 ～ 20：00
■場所　トリキゴルフクラブ
■対象　小学生から高校生、女性
　　　　（  市内在住または市内に通

学、通勤の学生および女性）
■参加費　2,000円（1回）
　　　　　（受講料、ボール代込）
※開催ごとに参加受付します。
 1 回だけでも参加できます。
※一週間前までにご予約ください。
問 七尾市ゴルフ協会
　 （エビアンゴルフ倶楽部内）
　 ☎57-3636

七尾市職員募集
■試験職種および採用予定人数
　消防士（初級、中級、上級）
 9 人程度
　※うち救急救命士　 2人程度
　行政（初級）　　　　 1人程度
　保育士　　　　　　 2人程度
【１次試験】
■日時　 9月21日㈰ 9：00 ～
■場所　（消防士）七尾鹿島消防本部
　　　　（消防士以外）七尾市役所
■申込期限　8月 4日㈪～ 8月22日㈮
■実施要項・申込書類などの入手方法
　①郵便請求
　　  返信用の切手（120円）を貼っ

た封筒（角型 2号）を同封し
て、請求してください。

　②  七尾市ホームページからもダ
ウンロードできます。

　③秘書人事課でもお渡しします。
問 秘書人事課　☎53-8465

「男女共同参画社会」を
テーマとした「川柳」の募集
■テーマ
○ 男女がともに支えあい、お互い
を思いやることの大切さをア
ピールしたもの

○ 家庭・地域・学校・職場での男
女共同参画をアピールしたもの

■応募内容　川柳（五七五調）
■応募資格
　  市内に在学している高校生およ
び市民または、市内に勤務して
いる人

■応募用紙
　  公民館、市民男女協働課、男女共
同参画室でお渡しします。

■申込期限　 9月10日㈬
■応募方法
　  応募用紙に記入し、郵送または
持参、ファクスで応募してくだ
さい。

問 フォーラム七尾
　 ☎52-5222　ファクス52-5239

長谷川等伯像建立
寄附のお願い
　平成27年 3 月、北陸新幹線金沢
開業や能越道七尾IC開通にあわ
せ、文化の香る豊かな町であるこ
とへの誇りを子孫につなぎ、松林
図屏風を描いたふるさとの偉人
が、七尾出身であることを広くPR
したいと思います。より身近に感
じてもらう事を目的に、平成27年
3 月、新たに等伯像を設置します。
　この銅像建立にあたり、市民、団
体、企業の皆様に寄付金の募集を
お願いしています。
　詳細はお問い合わせください。
■寄付金　 1口 10,000円
■募集期限　12月26日㈮

問 長谷川等伯像建立実行委員会
　 （七尾商工会議所内）☎54-8888

自衛隊等募集
募集種目 資 格 受 付 期 間

一般曹候補生 18歳以上27歳未満
の男女 8月 1日㈮～ 9月 9日㈫自衛官候補生　※

航空学生

高卒（見込含）
21歳未満の男女

防衛大学校学生
（推薦）

9月 5日㈮～ 9月 9日㈫
防衛大学校学生
（総合選抜）

防衛大学校学生
（一般）前期

9月 5日㈮～ 9月30日㈫
防衛医科大学校
医学科学生

防衛医科大学校
看護学科学生
（自衛官コース）

防衛大学校学生
（一般）後期

平成27年 1 月21日㈬
 ～ 1 月30日㈮

※自衛官候補生男子は、年間を通じて行っています。
※詳細はお問い合わせください。資格年齢は、平成27年 4 月 1 日現在。
問  自衛隊石川地方協力本部　七尾出張所　☎53-1691

交流地域情報

富山県氷見市交流情報
第42回　ひみまつり
～芝生に寝転んで花火を観よう～
■日時　 8月 2日㈯
　　　　10：00 ～ 21：00
■場所　比美乃江公園
　　　　（氷見番屋街裏）
■内容　  グルメランド、獅子舞、花

火、氷見音頭、水・氷を使っ
た参加型イベントなど

問 ひみまつり実行委員会事務局
　 ☎0766-91-8350

第20回記念
七尾美術作家協会展
　協会会員の力作84点と、七尾美
術館所蔵七尾市ゆかりの作家の作
品14点を一堂に展示します。
　七尾の美術文化をご堪能ください。
■日時　 7月 9日㈬～ 13日㈰
■場所　石川県七尾美術館
問 文化課　☎53-8437

七尾まだら総踊り
　石川県指定
無形民俗文化
財である七尾
まだらを皆さ
んと一緒に踊
りませんか。
　子どもか
ら大人まで、
どなたでも
参加できます。
　今回から個人賞、グループ賞、団
体賞、ユーモア賞、パフォーマンス
賞があります。
※ グループや団体には出前講習を
しますので、お気軽にお問い合
わせください。（年中受付しま
す。）
■日時　 7月18日㈮
　　　　17：30 ～ 20：00
■場所　御祓川大通り
問 文化課　☎53-8437

お知らせ

長野県飯山市交流情報
2014いいやま灯篭まつり
～未来を照らせ　この灯り～
　夕暮れがかった飯山の町中を、
伝統的工芸品である内山紙を使用
した、大小合わせて 1万 5千個以
上の灯篭が幻想的に演出。
　会場では、癒しのコンサートな
どが開催され、風情たっぷり。
　灯篭が灯る前には、HIPHOP
などのダンスイベントも開催さ
れ、まつりを盛り上げます。
■日時　 8月 9日㈯
　　　　16：00 ～ 21：00
■場所　飯山市中心市街地

問 いいやま灯篭まつり実行委員会
　 （商工観光課）
　 ☎0269-62-3111

富山県高岡市交流情報
ホラーハウス in TAKAOKA
　昨年に引き続き、高岡の中心商
店街である御旅屋通りに本格的な
ホラーハウスが登場します。今年
の夏は御旅屋で涼しくなろう。
■日時　 7月12日㈯～ 8月31日㈰
■場所　御旅屋通り（御旅屋町）
■入場料　900円（当日券のみ）
問 商業雇用課　☎0766-20-1289

イベント情報

のとじま農家の日まつり
のとじまマルシェ
　若手農業者が毎日丹精込めて
作った新鮮野菜を皆さんにお届け
します。
■日時　 7月27日㈰
　　　　10：00 ～ 15：00
■場所　能登島マリンパーク
　　　　（ひょっこり温泉横）
問 のとじま七尾里山里海
　 ソーシャルネット
　 （山崎農園内）　☎52-7654

『向陽タウンはまだ』
分譲宅地好評発売中！
　保育園や小中学校にも近く、自
然の中でのびのびと子育てをした
い人や、家庭菜園を楽しみたい人
は必見です。
■所在地　中島町浜田耕部
　（全38区画中13区画分譲中）
■分譲価格・面積（1区画）
　280万 4 千円～ 295万 5 千円
　311㎡（94坪）～ 328㎡（99坪）
■新築助成金制度
　上限200万円（建設費の20％）
　※ 金融機関から借り入れをして
70㎡以上の住宅を新築した場
合に次の金額を加算します。

　【基本額】
　上限30万円（借入額の 3％）
　【市内建築業者で施工】
　上限20万円（借入額の 2％）
　【中学生以下の子1人につき】
　上限10万円（借入額の 1％）
　【市外からの転入】
　上限20万円（借入額の 2％）
　【県外からの転入】
　上限100万円（建設費の50％）
※ 申込書は都市建築課または市民
センター窓口にあります。市
ホームページからダウンロード
もできます。申込方法などの詳
細はお問い合わせください。

問 都市建築課　☎53-8429
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