
2014フォーラム七尾まつり
■日時　10月24日㈮～ 26日㈰
■場所　フォーラム七尾
■内容　作品展示・芸能発表
　　　　体験コーナー
■入場料　無料
問 フォーラム七尾　☎52-5222

イベント

映画「地球交響曲第六番」
上映会with虚空のコンサート
　第 1部虚空のコンサート、第 2
部映画「地球交響曲第六番」上映会
の二部構成。第 1部では「地球交
響曲第六番」に出演している和笛
奏者雲龍氏とディジュリデュ奏者
KNOB氏による「虚空の音」を、飲
み物とともにお楽しみください。
■日時　11月 1 日㈯
　　　　第 1部　18:00 ～
　　　　第 2部　19:15 ～
■場所　七尾美術館アートホール
■入場料　 2 ,500円
　　　　　高校生以下 1 ,500円
　  　　　　　（飲み物付）
■定員　300人
問 七尾駅前通り商店街振興組合
　 須原　 ☎080-6438-6159

大呑アラカシヒコの森づくり
植樹祭参加者募集
　大呑・山崎町の里山にサクラやカ
エデなど350本の植栽をし、海の幸
たっぷりの大漁鍋を味わうイベント
です。
■日時　11月 1 日㈯
    9 ：30 ～ 15：00
■場所　山崎町集会所
■参加費　無料
※小学生以下は保護者同伴
■準備するもの
　作業できる服装、長靴、軍手、
　雨がっぱ、タオル
■申込方法　
　申込先に、氏名、性別、年齢、住所、連
　絡先（携帯番号）をご連絡ください。
■申込先
　☎070-5073-3414
　FAX　59-1954
　メール tono.taiteng@gmail.com
■申込期限　10月28日㈫　
■定員　先着100人
問   大呑グリーンツーリズム推進
協議会事務局

　 ☎070-5073-3414

市営住宅入居者および
補欠者募集
■募集住宅
　古府住宅　13,300円～ 33,700円
　万行住宅（シルバー・障害者）
　　　　　　18,000円～ 44,000円
　代本住宅　51,400円～ 54,000円
■募集期限　10月17日㈮
■家賃など
　家賃は所得に応じ決定。
　別途駐車料金の設定有。
　入居時に家賃 3カ月分の敷金。
※詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429

七尾市美術展覧会
申込期限迫る！
■申込期限　10月15日㈬必着
■搬入日　
　ジュニアの部
　10月19日㈰14：00 ～ 16：00
　場所／ワークパル七尾
　一般の部
　10月28日㈫16：00 ～ 18：00
　場所／七尾美術館
■申込方法　
　詳細は、申込書をご覧ください。
■申込書設置場所　
　七尾市役所・七尾美術館・七尾市
　文化協会・田鶴浜図書館・市民セン
　ター・七尾画材・カメラのキタムラ
■会期　10月31日㈮～
　　　　11月 3 日（月・祝）
■場所　石川県七尾美術館
問 内藤雄鵬　☎52-4755
　 文化課　　☎53-8437

能登定置もん　いきいき七尾魚
「お魚料理教室」講師派遣
　朝獲れの七尾魚や水産加工品の
おいしい食べ方を知ってもらうた
め、「お魚料理教室」の出前講習を
行います。講師は漁師さん。家庭
で簡単に作れるお魚料理やさばき
方が習えます。日時や場所は、相
談して決定しますので、興味のあ
る団体はご連絡ください。
■開催期間　平成27年 2 月まで
■講習費用　無料（材料代含）

問 七尾・能登島定置網漁業振興会
　 （里山里海振興課内）
　 ☎53-5010

七尾生活学校大豆・米粉料理教室
　生活学校は、環境や食の安全を
学び実践する女性グループです。
大豆・米粉を使った簡単でおいし
い料理を学びませんか。
■日時　10月17日㈮10：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　10人程度（先着順）
■講師　橋本　良子氏
　　　　（食育コーディネーター）
■費用　500円
■申込期限　10月15日㈬
問 市民男女協働課　☎53-1112

消費者と農業者との交流会
　野菜の収穫体験を通じて、農業
の楽しさを体験しませんか。
■日時　11月 9 日㈰
■場所　道の駅織姫の里なかのと
　　　　中能登町内ほ場ほか
■定員　小学生親子60人（先着）
■参加費（昼食代含む）
　　　　大人500円、子ども200円
問 中能登農林総合事務所　☎52-5522

ジュニアエコノミーカレッジ
販売実践
　ジュニアエコノミーカレッジで
は、「起業体験」を通して、市内の小
学 5・ 6年生の13チームが「自ら
課題を設定し、考え、解決する力」
を養っています。取り組みの一環
として、児童たちが設立した会社
が実践販売を行います。児童たち
が一生懸命作った商品を買いにき
ませんか？
■日時　10月13日（月・祝）
　　　　10：00 ～ 14：00
　　　　（売切れ次第終了）
■場所　食祭市場横特設広場
問 七尾商工会議所青年部
　 ☎54-8888

のと里山空港
「空の日」フェスタ
　のと里山空港利用の宿泊券付航
空券引換券が当たる「のと里山空
港ウルトラクイズ」や「紙飛行機 
的入れゲーム」、日頃は絶対に入れ
ない滑走路の近くから航空機の離
発着を見学できる「空港内バスツ
アー」など、多彩なイベントを開催
します。
■日時　10月12日㈰
■場所　のと里山空港
■開催イベント
　①管制塔・気象施設見学（約30分）
　対象　小学4年生～高校生
　時間　 9：40 ～、10：25 ～
　定員　各20人　※要予約
　②見てみようANA!!
　「ANAお仕事見学」（約90分）
　対象　小学生とその家族
　時間　 9：10 ～、15：30 ～
　定員　各20人　※要予約
※  イベントは、申し込みが必要です。
詳細はお問い合わせください。

問 のと里山空港「空の日」
　 実行委員会　☎0768-26-2100スポーツの秋、食欲の秋！

希望の丘公園スタンプラリー
　公園内のスタンプを集めて、お
いしい焼き芋をゲットしょう！！
■日時　10月12日㈰
　　　　10：00 ～ 15：00
　　　　※雨天中止は翌日順延
■参加費　無料（先着200人）
　　希望の丘公園 検索
問 希望の丘公園管理事務所
　 ☎52-9266

第20回みのり園まつり
～地域と共に生きるみのり園～
　模擬店コーナーや布団クリー
ナーが当たる大抽選会などがあり
ます。
■日時　10月19日㈰
　　　　 9：30 ～ 14：00
■場所　みのり園
問 社会福祉法人みのり会
　 みのり園　☎53-7266

等伯　光・プロムナード＆
等伯JAZZコンサート
　長谷川等伯をイメージするイル
ミネーションで冬の七尾港を輝か
せます。
　また、オープニングイベントと
して、七尾市ゆかりのジャズピア
ニスト守屋純子さんと賛助演奏者
による等伯作品をイメージした
ジャズ演奏を行います。
　等伯を思い浮かべながら、光の
散歩道を歩いてみませんか。
【等伯　光・プロムナード】
■日時　10月25日㈯～ 12月25日㈭
　　　　※点灯セレモニー 17：45
■場所　七尾マリンパーク
　　　　（能登食祭市場隣）
【等伯JAZZコンサート】
■日時　10月25日㈯16：30 ～
■場所　能登食祭市場
■入場料　無料
問   等伯生誕の地PR事業支援委員
会（文化課内）　☎53-8437

交流地域情報

第11回氷見
キトキトウオーキング
　氷見の歴史や自然を歩いてみま
せんか。
■日時　10月25日㈯～ 26日㈰
■場所　 氷見市ふれあいスポーツ
　　　　センター（鞍川）
■コース
　【10月25日㈯】
　①  史跡と白砂青松の海岸めぐり
（12ｋｍ）

　②  川沿い巡ってまんがロード
　　（ 6ｋｍ）
　【10月26日㈰】
　③氷見海岸とまんがロード
　　（10ｋｍ）
　④  ふれあいの森とまんがロード
（ 6ｋｍ）

　⑤  ひみ“絶景”のんびりファミ
リーコース（ 2 . 5 ｋｍ）

■申込方法
　参加希望者に振込取扱票（兼申込
　書）付き開催要項を送ります。
　当日まで受付します。
※詳細は、お問い合わせください。
問 氷見市生涯学習・スポーツ課
　 ☎0766-74-8446

富山県高岡市交流情報
八丁道おもしろ市
　高岡開町の祖・前田利長と発展
の礎を築いた利常の遺徳をしのぶ
「八丁道おもしろ市」が、高岡市の
国宝瑞龍寺の参道一帯で開かれま
す。日用雑貨や生鮮品、手作り品
のほか、陶器などの骨董品が所狭
しと並びます。
■日時　10月19日㈰
    8 ：00 ～ 15：00
■場所　瑞龍寺前参道（八丁道）
問 八丁道おもしろ市実行委員会
　　☎0766-25-2342
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