
下水道排水設備工事責任技術者
認定試験受験者募集
■日時
　10月13日㈫　13：30 ～
■場所　
　石川県地場産業振興センター
■申込期間　
　 7月27日㈪～ 8月 7日㈮
問上下水道課　☎53-8466

戦没者等のご遺族の皆様へ
　第10回特別弔慰金が支給されます。
■対象者　
　  平成27年 4 月 1 日に、公務扶助
料や遺族年金などを受ける人
（戦没者等の妻や父母など）がい
ない遺族のお一人
■支給内容　
　額面25万円（ 5年償還の記名国債）
■請求期限　平成30年 4 月 2 日
問 福祉課　☎53-8418

不用品活用銀行
■ゆずります
　  タンス、食器棚、ペット用トイレ
トレー、赤ちゃん用寝椅子、赤
ちゃん用歩行器、子ども机、ベ
ビーシート
■ゆずってください
　  車いす、ビニールハウス用のパ
イプ、大人用自転車、五段変速式
自転車、剣道用具（低学年サイ
ズ）、ピアノ、農作業用一輪車、
カーテン
※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

和倉温泉シーサイドパーク
プールオープン
　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。小さなお子さんにも安心の幼
児用ビニールプールも完備。
　今年は「わくたまくん」の顔出し
パネルが登場！
　初日の 7月18日㈯は、 9時から
の安全祈願祭後、無料開放します。
■日時　 7月18日㈯～ 8月23日㈰
　　　　 9：00 ～ 18：00
※  ウォータースライダーは17：00まで
■場所　和倉温泉シーサイドパーク
■入場料　大人650円
　　　　　（65歳以上400円）
　　　　　小中学生300円
　　　　　幼児100円
　　　　　身障者400円
※団体割引　30人以上10%OFF
　　　　　　50人以上20%OFF
問 和倉温泉旅館協同組合
　 ☎ 62-1555
　 和倉温泉シーサイドパーク
　 ☎ 62-2733

七尾市文化産業賞の推薦を募集
　「七尾市文化産業賞」は多年にわ
たり、七尾市の文化産業の振興発
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　 8月10日㈪
■贈呈式　　11月 3 日（火・祝）
問 秘書人事課　☎53-1110

富山県高岡市交流情報
高岡七夕まつり
　大小数千本の七夕が中心商店街
に華やかに飾られ、ライブ・コン
サートや民謡踊り街流しなど、さま
ざまなイベントが開催されます。
■日時　 8月 1日㈯～ 7日㈮
　　　　18：30 ～ 23：00
　　　　（ 7日は20：00まで）
■場所　高岡市中心商店街
問 高岡七夕まつり実行委員会
　 ☎0766-20-0555

石川県警察官募集
■募集区分
　警察官B、女性警察官B
■受験資格
　昭和59年 4 月 2 日から平成10年
　 4月 2日までに生まれた人
　大卒者（見込みを含む）を除く
■申込期間
　 8月 3日㈪～ 9月 1日㈫
■試験日
　筆記試験　 9月20日㈰
　体力試験　10月 3 日㈯
問 七尾警察署　☎53-0110

平成26年度情報公開制度
実施状況
■行政文書公開請求の状況
　公開請求受理件数　　　　58件
　内訳　　　　　
　・公開　　　　　　　　　27件
　・一部公開　　　　　　　20件
　・非公開　　　　　　　　 3件
　・在否を明らかにしない　 0件
　・不存在　　　　　　　　 6件
　・請求取下げ　　　　　　 2件
■個人情報開示請求の状況
　保有個人情報開示請求 124件
問 広報広聴課　☎53-8423

「第2回ふるさとぬりえ会」開催！
　七尾市内を題材にした「ふるさとぬ
りえ」を当日お持ちいただいた先着50
人に参加賞をプレゼントします。
　「ふるさとぬりえ」は希望の丘公
園で展示します。
※ぬりえ台紙は、希望の丘公園管理
　事務所で事前に配布しています。
■日時　 7 月19日㈰
　　　　10：00 ～ 15：00
■参加費　無料

問 希望の丘公園管理事務所
　☎52-9266
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羽咋市

平成27年度羽咋まつり
［日時］　 8月 1日㈯
［場所］　パセオ通り（旭町）
　メーンの“はまぐり音頭”の踊りパレードは必見！
　特設ステージで
も、さまざまなイベ
ントを開催します。
問  羽咋まつり実行
委員会

　 ☎0767-22-1118

志賀町

西能登やっちゃ祭り
［日時］　 7月26日㈰　11：00 ～
　　　　（花火は20：00頃～）
［場所］　千鳥ヶ浜海岸（高浜町）
　今年は、浜辺で綱引き大会！テント市、太鼓、よ
さこいなど盛りだくさん。
　夜は、迫力の花火を浜
辺で楽しみませんか？
問  志賀町祭実行委員会
　 ☎0767-32-1111

中能登町

第11回 織姫夏ものがたり
［日時］　 8月 2日㈰　12：30 ～ 21：00
［場所］　レクトピアパーク周辺（井田）
　有名歌手による迫力のあるステージを
はじめ、盛り沢山のプログラムと模擬店
も出店します。ぜひお立ち寄りください。
［前夜祭］　 8月 1日㈯　16：00 ～
［場所］　道の駅
「織姫の里なかのと」
問  企画課
　 （鳥屋庁舎）
　 ☎74-2806

宝達志水町

名作短編映画上映会
［日時］　 7月26日㈰　10：00 ～ 11：30
［場所］　宝達志水町役場 2階 大集会室
［申込方法］　電話申込 ※ 7 月24日㈮まで
（後日、宝達志水町公民館への登録が必要です）
　多くの人々を魅了したディズニー短編集
6作を厳選！ユーモアあふれる素敵な作品
をお楽しみくだ
さい。（全席指定）
問  生涯学習課
　 ☎0767-29-8320

長野県飯山市交流情報
いいやま灯篭まつり
　約 2万個の灯篭が優しい灯りで
市街地を彩ります。
■日時　 8 月 8 日㈯
　　　　16：00 ～ 21：00
■場所　飯山市中心市街地

問 飯山市商工観光課
　 ☎0269-62-3111

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方のご芳名
 （敬称省略・順不同）
石川県立七尾東雲高等学校生徒会、ＪＯ
ＡＮ　ｏｖ　ＡＲＣチャリティーコン
サートツアー 2015ジャパン　権谷　達哉
問 福祉課　☎53-8463

第3回七尾まだら総おどり大会
　七尾まだらを一緒に踊りませ ん
か？どなたでも参加できます。
■日時　 7 月18日㈯
　　　　17：30 ～ 20：00
■場所　御祓川大通り
■服装　自由
■申込方法
　官製ハガキに次を記入して投函ください。
　①参加出演団体名
　②代表者氏名・住所・電話番号
■申込先
　〒926-0057　七尾市鍛冶町20番地
　江守彪　宛
■申込期限　 7 月10日㈮

問 七尾まだら保存会　
　 ☎52-5736（江守）

ジュニア＆レディース
ゴルフスクール開催
　初心者大歓迎です。道具が無い
人でも大丈夫です。プロゴル
ファーの山下英章さんが親切丁寧
に教えてくれます。
■日時　 7 月18日㈯～
　　　　毎月 1回第 3土曜日
　　　　18：00 ～ 20：00
■場所　エビアンゴルフ倶楽部
■対象　  小学生から高校生、女性

（市内在住または市内に
通学の生徒、女性)

■参加費　2,000円（ 1回）
　　　　　（受講料、ボール代込み）
※開催ごとに参加受付します。
　 1回だけでも参加可能です。
※一週間前までにご予約ください。
問 七尾市ゴルフ協会
　 （エビアンゴルフ倶楽部内）
　☎57-3636
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