
でか山と花嫁のれんウオーク
参加者募集
■日時　 5月 4日（日・祝）
    9 ：00 ～
　　　　（受付 8：00 ～　小雨決行）
■集合場所　能登食祭市場横広場
■コース
　①でか山・花嫁のれん・山の寺
　　寺院群コース（10ｋｍ）
　②でか山・花嫁のれんコース
　　（ 5ｋｍ）
■参加費　市民　　　　300円
　　　　　その他の人　500円
■申込期限　 4月25日㈮
※参加者にはめった汁を提供。
※  当日参加希望者は、直接お越し
ください。

■ほかにも予定しています！
　・崎山半島花見ウオーク
  4 月13日㈰
　・加賀百万石ツーデーウオーク
  6 月 7 日㈯～ 8日㈰
　・田鶴浜ウオーク
　　（伊久留～瀬戸）
  6 月22日㈰
　・能登島ウオーク
　　（道の駅～閨）
  7 月20日㈰
問 七尾ウオーキング協会
　 ☎53-2190（元橋）
　　 62-4415（廣里）

ゆーりんピック2014美術展
出品作品を募集します
　高齢者の創作による美術工芸作
品を募集します。
　『ゆーりんピック2014』とは高齢
者の健康づくりと生きがいの高揚
を図るために、石川県で開催され
るスポーツ・文化交流大会、美術
工芸作品展です。
　優秀な作品は、第27回全国健康
福祉祭（栃木県で開催）に出品され
ます。
■出品資格　  アマチュアで60歳以

上の人（昭和30年 4
月 1 日以前生まれ）

■出品点数　  1 人 1 作品（出品者
が創作した作品で未
発表のもの）

■募集作品　  日本画・洋画・彫刻・
工芸・書・写真

　　　　　　  （規格の詳細はお問
い合わせください）

■展示期間　 5月16日㈮～ 18日㈰
■展示場所　石川県庁舎19階
■申込期限　 4月18日㈮
問 福祉課　☎53-8463

七尾市成人式実行委員会
メンバー募集
新成人が主役の成人式を
創ろう！
　七尾市では、新成人で実行委員
会を結成し、成人式を行います。
平成27年１月に成人式を迎える皆
さん、自分たちの成人式を創りま
せんか。「やってみよう」と思う人、
連絡お待ちしています。

平成26年七尾市成人式実行委員会メンバー

問 生涯学習スポーツ課
　 ☎53-3661

交流地域情報

長野県飯山市交流情報
第31回いいやま菜の花まつり
　唱歌「朧月夜（おぼろづきよ）」の
モチーフとなったといわれる菜の
花公園をメイン会場に開催。期間
中は恒例の「朧月夜音楽祭」など多
彩なイベントが行われます。
■日時　5月 3日（土・祝）～ 5日（月・祝）
■場所　菜の花公園

いいやま菜の花まつり 検索
問 いいやま菜の花まつり実行委員会
　 ☎0269-62-3111

富山県氷見市交流情報　
ごんごん祭り
　雨乞いの満願成就を祝う奇祭。多
くの出店でにぎわうほか、上日寺の鐘
つき堂には大きな丸太が置かれ、誰
でも自由に鐘をつくことができます。
■日時　 4月17日㈭～ 18日㈮
■会場　上日寺周辺
■ゴンゴン鐘つき大会
　  18日㈮18時30分から「ゴンゴン鐘つ
き大会」が開催され、市内外の力自
慢が約50㎏（子どもは20kg）の松
の丸太を担ぎ、釣り鐘を1分以内に
何回つけるかを競います。

問 氷見市観光協会　☎0766-74-5250

富山県高岡市交流情報　
高岡御車山祭
　高岡の伝統工芸の粋を集めた、
豪華絢爛な 7基の御車山がまちな
かを巡行します。
　 4月30日㈬の宵祭では、御車山
のライトアップ展示も行います。
■日時　 5月 1日㈭
　　　　奉曳　11：00 ～ 18：00
　　　　勢揃い式　12：00
■場所　高岡市山町一帯・片原町周辺
問 高岡市観光交流課　☎0766-20-1301

お知らせ
市長談話室
～市政へのアイデアを

お聞かせください～
■日時　 4月22日㈫
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　田鶴浜市民センター
■申込期限　開催日の 1週間前
※ 1組30分以内。
※  公務で中止になる場合があります。
問 広報広聴課　☎53-8423
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宝くじ助成金で整備しました
　平成25年度コミュニティ助成事
業で、小池川原町の集会所を整備。
　財団法人自
治 総 合 セ ン
ターは、地域社
会の健全な発
展と、住民福祉の向上に寄与する
ため、宝くじの社会貢献広報事業
として、地域のコミュニティ活動
の充実・強化を
図る、コミュニ
ティ助成を行っ
ています。
問 企画財政課　☎53-1117

児童扶養手当が4月から減額
　平成25年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことから、特例水準
の段階的な解消とあわせて、 4月から0.3％が引き下げられます。
■手当の額
子どもの人数 支給区分 3月分まで 4月分から

1人の場合 全部支給 41,140円 41,020円
一部支給 41,130円～ 9,710円 41,010円～ 9,680円

2 人の場合 月額に5,000円加算
3人の場合 月額に3,000円加算

問 子育て支援課　☎53-8445

不用品活用銀行
■ゆずります
　  スポーツバッグ（黒）、ぬいぐるみ
（30㎝・3体）、編み機、トルソー（マ
ネキンの胴部分のみ）、パイプ
ベッド、座卓、タンス（木製）
■ゆずってください
　  むしろ編み機、自転車（24 ～ 26
インチ）、ぶら下がり健康器具
（ 2台）、子ども用自転車（補助輪
付・ 2台）、野球グローブ（大人
用・ 2個）、脚立（ 1ｍ）、子ども
用机、座布団（ 2枚）、学習机、自
転車用チャイルドシート
※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
課までご連絡ください。

問 環境課　☎53-8421

国民年金保険料の未納期間
（過去 2年間）がある皆さんへ
　国民年金保険料の免除申請がで
きる期間が拡大されます。
　国民年金は、所得が少ないときや
失業などにより保険料を納付する
ことが経済的に困難な場合、保険料
の免除を申請することができます。
　 4月からは申請時点の 2年 1カ
月前の月分まで申請できるように
なります。
■持ち物　  年金手帳、認印、雇用保険

被保険者離職票の写し
など（失業した場合）

問 七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　　　　　☎53-1265

桜のお絵かき会を開催します！
　やわらかな春の日差しがうれし
い季節となりました。
　希望の丘公園ではソメイヨシノ
や枝垂れ桜が 4月中頃から見ごろ
を迎えます。綺麗な桜を楽しみな
がら、公園内でお絵かきをしませ
んか？参加者にはクレヨン、自由
帳をプレゼントします！
■日時　 4月20日㈰
　　　　10：00 ～ 15：00荒天中止
■参加費　無料　
■対象　小学生以下（先着30人）

希望の丘公園 検索
問 希望の丘公園管理事務所
　 ☎52-9266

羽咋市

妙成寺五重塔まつり
［日時］　 5月 6日（火・祝）
　　　　10：00 ～ 15：00
［場所］　  妙成寺（滝谷町）

　地元若者が勇壮
に練り歩く奴行列
は必見！

問  五重塔まつり実行委員会
　 ☎0767-27-1226

志賀町

ちょっと一息！もてなしフェア
［日時］　 4月13日㈰
　　　　10：00 ～ 14：00
［場所］　西山パーキング（下り線）

のと里山海道無料
化1周年記念！

　海鮮鍋やテント
市、ステージショー
など志賀の魅力満
載です♡
問  志賀町観光協会　☎0767-32-1111

中能登町

桜まつり
［日時］　 4月13日㈰　11：00 ～ 17：00
［場所］　  中能登町役場鹿島庁舎（井田）
［内容］　
・いいものいっぱい！
　テント市
・マグロ解体ショー
　（即売あり）
・  ステージアトラクション
（郷土芸能）
※  石川県出身芸人の「ぶんぶんボウル」も
やってくる！

問  中能登町商工会　☎76-1221

宝達志水町

桜まつりin宝達志水
［日時］　 4月12日㈯　10：00 ～ 16：00
［場所］　
白虎山公園（敷波）
　家族や友達と
”桜の里”宝達志
水町でお花見し
ませんか。
　ステージイベント、模擬店もあります。
問  宝達志水町商工会　☎0767-28-2301
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