
「七尾市景観審議会」
公募委員募集
■任期　10月 1 日㈬から 2年間
■内容　景観づくりに関する審議
　　　　（会議は年間 3回程度開催）
■募集人員　 3人
■申込資格　  次の条件をすべて満

たす人
　 9月1日現在、
　・選挙権がある市民
　・  国または地方公共団体の議員

または職員でない人
■必要な書類
　①  自己紹介文（氏名、住所、生年

月日、連絡先、性別、職業、主な
経歴）

　②自己PR（400字程度）
　　  テーマ：七尾市の美しく魅力

ある景観を守り、育て、創って
いくために私ができること。

　※  様式は問いません。応募書類
は返却いたしませんのでご了
承ください。

■申込期限　 8月29日㈮
　（郵送の場合は当日消印有効）
■応募方法　
　①郵送　七尾市袖ケ江町イ部25番地
　②メール
　　toshikenchiku@city.nanao.lg.jp
　③ファクス 52-9288
問 都市建築課　☎53-8469

交流地域情報

富山県高岡市交流情報
高岡リアル宝探し
～高岡に眠る秘宝を探せ！～
　高岡の街中に眠る宝の地図を入
手し、隠された手がかりを見つけ
ながら「宝物」を探す体験型イベン
トです。
■日時　 9月15日（月・祝）まで
■場所　高岡市中心市街地一帯
■受付場所　高岡駅観光案内所
　　　　　　（ 9：00 ～ 18：00）
■参加費　無料
問 高岡市商業雇用課
　 ☎0766-20-1289

長野県飯山市交流情報
飯山さわごさ2014
　「飯山さわごさ」は手作り感たっ
ぷり、地元有志による野外フェス
です。アーティストによるライブ
から、アウトドア、スキー・ボード
イベントなど盛りだくさん！会場
内には飲食などのショップのほか
に、キャンプサイトも設けられ星
空の下、キャンドルナイトが楽し
めます。
■日時　 8月23日㈯11：00 ～
　　　　 8月24日㈰ 9：00 ～
■場所　戸狩温泉スキー場
　　　　とんだいら高原
■入場料　前売券　 3 ,000円
　　　　　当日券　 4 ,000円
　　　　　※中学生以下無料

問 飯山さわごさ実行委員会
　☎090-9666-6940

富山県氷見市交流情報
『第 9回　親子ふれあいまつり』
　世界のクワガタ・カブトムシの
展示や国産カブトムシ・クワガタ
とのふれあいコーナー、チョウの
放し飼いなど、楽しいコーナーが
いっぱい。竹細工の昆虫や押し花
絵、プラパン作りなどの体験教室
も開催。夏休みは植物園で思い出
を作ろう！
■日時　 8月31日㈰まで
　　　　 9：00 ～ 17：00
■場所　氷見市海浜植物園内
■費用　大人500円　
　　　　小中学生100円　
　　　　未就学児無料
問 氷見市海浜植物園
　 ☎0766-91-0100

第19回七尾まだら大会
　県・市指定無形民俗文化財であ
る七尾まだらの大会が行われま
す。入場は、無料です。お気軽に
お越しください。
■日時　 8月17日㈰
　　　　13：00 ～ 16：30
■場所　七尾サンライフプラザ

問 七尾まだら保存会　江守　
　 ☎52-5736

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
　※追加募集
　土木・管理栄養士　各 1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22日㈮
※詳細はお問い合わせください。
問 秘書人事課　☎53-8465

七尾市文化産業賞の推薦
を受け付けします
　「七尾市文化産業賞」は多年にわ
たり、文化産業の振興発展に尽く
された個人や団体を表彰するもの
です。推薦書などの様式は、公民
館、市民センター、秘書人事課にあ
ります。
■申込期限　 9月10日㈬
■贈呈式　　11月 3 日（月・祝）
問 秘書人事課　☎53-1110

お知らせ

インフォメールななお
に登録を！
　インフォメールななおは、災害
や気象情報を中心に、七尾市から
の幅広い情報をメールで配信する
サービスです。特に、もしもの備
えに必要な情報をメールで受信す
ることで、自分自身の暮らしを守
る安心、安全な環境づくりにもつ
ながります。
　ぜひ、インフォメールななおに
登録してください。
■内容　
 ①防災・防犯情報
　②観光情報
　③市民生活情報
　④教育・生涯学習情報
　⑤福祉・子育て情報
　⑥ニコニコちゃんねる情報
　⑦その他情報
■登録方法　ログイン画面の案内
　に従って、登録してください。

　インフォメールななお 検索
問 広報広聴課　☎53-8423

和倉温泉シーサイドパーク
プールオープン中！
　七尾湾を一望できるプール。
ウォータースライダーが人気で
す。小さなお子様にも安心の幼児
用ビニールプールも完備。新たに、
壁面デザインとして、「わくたまく
ん」が登場！一緒に記念写真を
撮って、楽しみませんか。
■日時　 8月24日㈰まで
    9 ：00 ～ 18：00
■場所　和倉温泉シーサイドパーク
■入場料　高校生以上600円
　　　　　（65歳以上400円）
　　　　　小中学生300円
　　　　　幼児100円
問 和倉温泉シーサイドパーク
　 ☎62-2733

家屋調査にご協力ください
　平成26年中（年内）に完成した新
増築家屋や、取り壊しなどのあっ
た家屋の調査を行っています。　
　この調査は、平成27年度の固定
資産税・都市計画税の課税の基礎
となるものです。
　調査希望日の指定や家屋の状況
など、連絡をお願いします。調査
のため係員が訪れた時は、立会い
などのご協力をお願いします。
問 税務課　☎53-8415

民事調停
～トラブルのより良い解決に　
　向けて取り組んでいます～
　金銭の貸し借りや交通事故の損
害、近隣関係、建物の明け渡しなど
をめぐるもめごとでお困りの人
は、“民事調停”を利用してみませ
んか。裁判所が法的な考え方と、
トラブルの実情を踏まえて解決策
を示し、積極的に当事者間の調整
を行います。
問 金沢地方裁判所七尾支部
　 ☎52-4602

ひきこもり家族教室
【 9月開催】
■日時　 9月 2日㈫
　　　　14：00 ～ 16：30
■場所　能登中部保健福祉センター
■内容　①「ひきこもりについて」
　　　　　角田雅彦医師
　　　　　こころの健康センター所長
　　　　②家族交流会
【10月開催】
■日時　10月24日㈮
　　　　14：00 ～ 16：30
■場所　羽咋地域センター
■日時　10月31日㈮
　　　　14：00 ～ 16：30
■場所　  能登中部保健福祉センター
■内容　①「ひきこもりの気持ちと対応」
　　　　　川本晶広精神保健福祉士
　　　　　こころの健康センター主幹
　　　　②家族交流会
※  対象は、おおむね思春期から40歳
代のひきこもりの人がいる家族
※  ただし、精神疾患がある場合は
対象となりません。

問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482

北國丁子会オペラの夕べ
　夏のひと時をオペラで過ごしま
せんか。七尾市出身のオペラ歌手
鳥木弥生さんや、地元合唱団ドル
チェママが出演します。
　入場は無料ですので、気軽にお
越しください。
■日時　 8月19日㈫19：00
■場所　七尾サンライフプラザ

問 北國丁子会　干場
　 ☎53-1001

不用品活用銀行
■ゆずります
　  座卓、タンス（木製）、ウエスト
ポーチ、犬小屋、学習机、子ども
服（ 女・90 ～ 95cm）、イ ス（ 2
脚）、学生服（男・170㎝）、七尾東
部中学校学生かばん、介護用簡
易トイレ、車イス（ 2台）
■ゆずってください
　  古田式むしろ編み機、自転車（24
～ 26インチ）、ぶら下がり健康
器具、子ども用自転車（補助輪
付）、子ども用机、座布団（ 2枚）、
自転車用チャイルドシート、一
輪車
※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
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