
平成27年度下水道工事予定区域
　次の区域で下水道工事を開始し
ます。
■工事区域　  石崎町、藤橋町、本府

中町、矢田町ほか
※  工事予定区域は、市ホームペー
ジで確認できます。

※  一部変更となる場合があります
ので、ご了承ください。

問 上下水道課　☎53-8430

東日本大震災義援金
　大震災で被災された人に対し、
市民の皆さんから多くの義援金を
お寄せいただいています。皆さん
の善意に心から感謝申し上げます。
義援金をいただいた人のご芳名
 （敬称省略・順不同）
石川県立七尾東雲高等学校生徒会
御祓中学校ボランティア委員会
　日本赤十字社石川県支部七尾市
地区では義援金の受付を延長する
ことになりました。
■受付期限　平成28年 3 月31日㈭
問 福祉課　☎53-8463

未使用タオルの提供に感謝！
～東日本大震災支援事業～
　皆さんから寄せられた、たくさん
の未使用タオルは、被災地の福祉
施設へ届けられました。皆さんの
温かい善意にお礼申し上げます。
問 七尾市赤十字奉仕団事務局
　 （福祉課内）☎53-8463

七尾市食育推進委員会委員募集
　第 2次七尾市食育推進計画に基
づく食育の推進を一緒に考え、取
り組む委員を募集します。
■募集期限　 5 月29日㈮
■募集人員　 2 人
■任期　平成27年度～ 28年度
■募集方法
　詳細はお問い合わせください。
問 健康推進課　☎53-3623

不用品活用銀行
■ゆずります
　  タンス、本棚、食器棚、剣道用防
具・袴、こたつ、自転車（22イン
チ）、ペットトイレトレー、乳母
車、赤ちゃん用寝椅子、赤ちゃん
用歩行器

■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、車いす、ひまわり保育園制
服関係（制服・かばん）、男子小
学生用学生服一式（上着・ズボ
ン）、子ども服（女子・90 ～ 100
㎝）、ジュニアシート、卓球台、犬
小屋、ベッド、男子中学生用学生
服（160㎝）、ビニールハウス用の
パイプ

※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

～登町オープンガーデン開催～
　薫風を感じて、そぞろ歩きを楽
しみませんか？
　田鶴浜登町会では、町内会の愛
好家が精魂込めて手入れしている
盆栽・山野草・庭を皆さんにご覧
いただこうとオープンガーデンを
開催します。
■日時　 5 月10日㈰～ 5月17日㈰
　　　　 9：00 ～ 17：00
　　　　（最終日のみ16：00）
■場所　田鶴浜登町地内

問 田鶴浜登町公民館（鯨波）
　 ☎68-2410

富山県高岡市交流情報
伏木曳山祭「けんか山」
　昼は花山車、夜は提灯山車に組
み立てられる約 8トンの山車。勇
ましい山鹿流出陣太鼓にはやさ
れ、激しくぶつかり合う「かっ
ちゃ」は見ものです。
■日時　 5 月15日㈮
　曳出（昼の部）11：00 ～
　　　（夜の部）18：40 ～ 24：00
　かっちゃ　19：30頃　22：30頃
■場所　高岡市伏木地内山町一帯
問 高岡市観光交流課
　 ☎0766-20-1301

富山県氷見市交流情報
藤子Ⓐワールドまつり
■日時　 5 月 5 日（火・祝）
　　　　10：00 ～ 15：00
■場所　まんがロード周辺
　　　　（氷見市中心市街地）
■内容　  藤子Ⓐ先生のキャラク

ターにちなんだゲームな
どを親子で楽しめます。

問   氷見市商工観光・マーケティ
ング・おもてなしブランド課

　 ☎0766-74-8036

シャッターオープン事業募集
　商店街の空き店舗で開業する人
を支援します！
■対象者
　  商店街の空き店舗で開業する人
■商店街
　  一本杉通り商店街、駅前通り商
店街、中央商店街、東部商店街、
和倉温泉商店連盟

■補助金額
　  上限150万円（飲食関係は200万円）
■補助対象
　  内装工事費、借家費、広告費、機
器購入費など

※  審査会で選考します。応募方法
や申込書類など、詳細はお問い
合わせください。

問 産業振興課　☎53-8565

羽咋市

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

のとレーザーショーイベント
［日時］　 5月 1日㈮20：00 ～
［場所］　いこいの村能登半島（上野）
　レーザー光
線による光の
アートショー。
　抽選で「のと
キリシマツツ
ジの苗木」をプ
レゼント。
問  志賀町観光協会　☎0767-32-9341

中能登町

第12回 つばさ祭り
［日時］　 5月17日㈰10：00 ～
［場所］　つばさの会（良川地内）
［内容］　アトラ
クション／模擬店
／バザー　など
　どなたでも
参加できます。
問  つばさ祭り実行委員会
 　☎0767-74-2055

宝達志水町

宝達山 山菜教室
［日時］　 5月 8日㈮10：00 ～
［集合場所］　山の龍宮城（宝達山山頂付近）
［参加費］　500円
　宝達山ファ
ンクラブによ
るガイド付き
の山菜採り。
　採った山菜
は山の龍宮城で天ぷらや混ぜご飯にし
て味わいます。
問  山の龍宮城　☎080-2962-4670
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手話奉仕員養成講座　入門編
　挨拶や自己紹介など、初歩から
手話を学んで、聞こえない人と手
話で、話してみませんか？
■日時　 6 月24日㈬～ 12月 2 日㈬
　　　　（全23回）
　　　　19：00 ～ 21：00
　　　　（毎週水曜日）
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　20人
■テキスト代　3,240円
※  ほかに「ろうあ石川」の購読料と
して2,000円が必要です。

問 七尾市社会福祉協議会　☎52-2099

七尾市職員採用試験（大卒程度）
【 1次試験】
■採用予定人数
職種 採用予定人数
行政（上級） 5人程度
保健師 1人程度
管理栄養士 1人程度

■日時　 6 月28日㈰ 9：00 ～
■場所　七尾市役所
■申込期間
　 5月25日㈪～ 6月16日㈫
■申込書類などの入手方法
　①郵便請求
　②市ホームページからダウンロード
　③秘書人事課（市役所 3階）
※詳細はお問い合わせください。
問 秘書人事課　☎53-8465

新商品開発事業を募集
　全国的に売れる商品、または地
元の定番お土産になる商品開発を
支援します。
■応募要件
　  従業員数が50人以下で、市内に事
業所がある企業、または企業の振
興に携わる事業を行う団体。
　  地域産業資源を活用し、海・港
をイメージする商品開発を行う
事業計画を考えていること。
■補助金額および補助率
　補助率：対象経費の 3分の 2
　　　　　（上限90万円）
■募集期限　 6 月19日㈮
※  審査会で選考します。応募方法
や申込書類など、詳細はお問い
合わせください。

問 産業振興課　☎53-8565

やる気のある企業を
 応援します！
～七尾市販路開拓支援事業～
　物産展や商談会出展費用の一部
を支援します。
■対象
　  市内に事業所がある中小企業
者、個人事業者、団体および協同
組合など
■対象事業
　  国内および海外で開催される物
産展や商談会
■補助対象
　  出展料、梱包・輸送費、広告宣
伝・印刷費、小間装飾料
■補助金額　
　補助率： 1 / 2 以内
　限度額：海外20万円
　　　　　三大都市圏等10万円
　　　　　北陸三県 5万円
■募集期限　随時
※  申し込み前に、必ずご相談くだ
さい。

問 産業振興課　☎53-8565
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