
高階まつり2015
～おかしな　たかしな～
　地元での打ち上げ花火や太鼓
チーム「打族Da-Zoku」（小松市）、
劇団「晴れるや」ちんどん屋
ショー・ピエロの曲芸ショー、の
ど自慢、模擬店など楽しい企画が
盛りだくさんです。
■日時　 8月22日㈯　17：00 ～
■場所　高階小学校体育館および周辺

問 高階公民館　☎57-3239

長野県飯山市観光交流情報
飯山さわごさ2015開催！！
　飯山の夏を盛り上げる！わけ
しょ（若者）手作り夏フェス！！
■開催日　 8 月22日㈯、23日㈰
■場所
　戸狩温泉スキー場
　とんだいらゲレンデ（長野県飯山市豊田）
※  詳細はホームページをご覧くだ
さい。

　 飯山さわごさ 検索
問 飯山さわごさ実行委員会
　 ☎090-9666-6940

各種審議会への女性参画状況
　七尾市男女共同参画推進プラン
（第 2次）では、政策などに男女双
方の意見が対等に反映されるよ
う、各審議会での女性委員の登用
率30％を目標にしています。
　平成27年度は33. 1 ％で、昨年度
より 1 . 3 ％上昇し、目標を達成し
ました。
問 市民男女協働課　☎53-1112

のと里山空港利用　プレミアム付き旅行商品券限定発売中
　 5千円で 1万円分の旅行商品券を購入できます。
■利用期限　12月31日㈭
■購入先　東武トップツアーズ（株）七尾支店、トラベル愛ランド（株）
　　　　　（有）トラベルセンター能登、日本エアートラベル（株）
　　　　　日本ツアーシステム七尾ベイモール店
　　　　※  予定枚数に達し次第、販売終了となりますので、早めに購入してください。
　　　　※旅行商品券は 1回の旅行につき 1枚まで利用できます。
　　　　※購入の際は、免許証または保険証を持参してください。
■利用条件
　①  県内旅行会社が販売する旅行商品で、次のア、イの両方を満たすものに
利用できます。

　　ア）のと里山⇔羽田便を利用
　　イ）  旅行商品（航空券のみは不可）の販売価格（税込）が 1人あたり 2万

円以上（小人 1万 5千円以上）
　　※  羽田空港から国内線または国際線に乗り継ぐ場合も使用できます。
　　※  原則往復利用です。ただし、団体旅行でのと里山・羽田便を片道だ

け利用する場合は、参加者の半数を限度に使用できます。
　　※  受注型企画旅行の団体旅行にも使用できます。ただし、修学旅行は

除きます。
　②  旅行商品券は、購入日から 2カ月以内もしくは12月31日のいずれか早

い日までに出発する旅行で利用できます。
問 七尾市能登空港利用企画会議（観光交流課内）　☎53-8424

自衛官等募集案内
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 8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28年
1 月20日㈬～ 1月29日㈮

　（資格年齢は、平成28年 4 月 1 日現在）
※自衛官候補生男子は、年間を通じて行っております。
問 自衛隊石川地方協力本部七尾出張所　☎53-1691

七尾市競争入札参加資格審査
申請（工事・業務・物品など）
　平成27・28年度七尾市競争入札
参加資格審査申請（第 1回追加登
録）を受け付けています。
■期限　 8 月31日㈪
※  詳細は、七尾市ホームページを
ご覧ください。なお、期間以降
の受け付けは行いませんので、
ご注意ください。

問 総務課　☎53-1118

データで見る「七尾市の姿」刊行
　市のあらゆる分野の情勢をデー
タでまとめた平成26年度版の
『データで見る「七尾市の姿」』を刊
行しました。市民の皆さん、広く
ご活用ください。
■設置場所　  市役所本庁ロビー、

市民センター、公民館
※  七尾市ホームページにも掲載し
ています。

問 総務課　☎53-1132

「はかり」の定期検査
　取引や証明に使用する「はかり」
（計量器）は、計量法によって 2年
ごとに定期検査を受ける義務があ
ります。下記日程で定期検査が実
施されますので、必ず受検してく
ださい。
■中島地区
【中島市民センター】
9月 8日㈫　13：00 ～ 15：00
■田鶴浜、能登島、石崎、和倉地区
【和倉温泉観光会館】
9月 9日㈬　11：00 ～ 12：00
　　　　　　13：00 ～ 15：00
■上記以外の地区
【七尾市役所（車庫）】
9月10日㈭、11日㈮
11：00 ～ 12：00、13：00 ～ 15：00
　定期検査に合格した「はかり」に
は定期検査済証印および合格年月
が表示されたステッカーが貼付さ
れます。

問 産業振興課　☎53-8565

富山県氷見市観光交流情報
第10回親子ふれあいまつり開催中
　蝶の放し飼いや世界のクワガ
タ・カブトムシの展示、ふれあい
コーナーなど、楽しいコーナーが
いっぱい！竹細工の昆虫や押し花
絵、オリジナルフレーム作りなど
の体験教室も開催します。
■期限　 8 月31日㈪
※ 8月は休まず開園しています
■時間　 9 ：00 ～ 17：00
■場所　氷見市海浜植物園
■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

今月の特定健診・がん検診の日程
　自分の身体の状態を教えてくれるのが「健診」です。まだ大丈夫と思って
いるあなたも、ぜひ年に 1回は健診を受けましょう。
日　程 場   所 受付時間 特定健診 がん検診
8 月 5 日㈬ 能登島総合健康センター

8：30 ～
10：00

○ ○
8月10日㈪ 七尾サンライフプラザ ○ ○

8月22日㈯
中島健康福祉センター
すこやか

○ ○

9月 6日㈰
七尾サンライフプラザ

○ ○（女性日）

9月10日㈭ ○ ○

※市内医療機関でも 9月30日㈬まで受診できます。ぜひ、受診し てください。
※ 9月 6日㈰は、託児サービスがあります。
問 特定健診：保険課　☎53-8420　　がん検診：健康推進課　☎53-3623

「第70回香川丸亀国際ハーフマラソン大会」参加者をご招待
　親善都市の香川県丸亀市が合併10周年を迎え、記念事業として丸亀市で
開催される「第70回香川丸亀国際ハーフマラソン大会」への参加招待を受け
ました。 3月に行われる「和倉万葉の里マラソン」の前哨戦として、四国丸
亀の地で楽しく走ってきませんか。
■日時　平成28年 2 月 7 日㈰　10：50スタート
■会場　香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコース
■種目　ハーフマラソンの部（21.0975km）
■出場資格　大会当日18歳以上
■費用　  大会前日 2月 6日㈯のホテル宿泊料と参加料5,500円は丸亀市が負

担します。
　　　　※丸亀市までの往復交通費は自己負担です。ご注意ください。
■募集人数　10人程度
　　　　　　 ※  応募者多数の場合は、抽選となります。結果は、応募者全

員に通知します。
■申込期限　 9 月15日㈫
■申込方法　生涯学習スポーツ課（七尾サンライフプラザ 2階）まで直接ま
　　　　　　たは電話で申し込みください。
問 生涯学習スポーツ課　☎53-3661
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