
のと里山空港
「空の日」フェスタ開催
　開港14年目を迎えた、のと里山
空港。「空の日」フェスタでは、のっ
ぴーフリマ＆クラフトマーケット
などのさまざまなイベントを開催
します。
■日時　10月 9 日㈰
　　　　 9：30 ～ 16：00
■場所　のと里山空港（輪島市）
問 のと里山空港「空の日」実行委員会
　 ☎0768-26-2100

ノロウイルス講習会
　食中毒や感染症の正しい知識と
発生時の対応方法を学びませんか。
■日時　11月 9 日㈬
　　　　13：30 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■講師　株式会社サラヤ　専任職員
■参加費　無料
■申込期限　11月 1 日㈫
問 七尾鹿島食品衛生協会
　 ☎53-2518

第4回七尾学講座の参加者募集
　小丸山城下の歴史を巡る散策講
座です。文化課職員が小丸山城下
や街並みを詳しく解説します。多
数のご参加お待ちしています。
■日時　11月 5 日㈯
　　　　 9：30 ～ 11：00
■場所　小丸山城址公園　ほか
■集合　花嫁のれん館前
■定員　20人
■申込期限　10月31日㈪
■費用　無料
問 文化課　☎53-8437

スポーツの秋、食欲の秋
第5回希望の丘公園
スタンプラリー
　公園内のスタンプを集めて、お
いしい焼き芋をゲットしよう。
■日時　10月 9 日㈰
　　　　10：00 ～ 15：00
※荒天時は翌日に順延
■参加費　無料（先着200人）

問 希望の丘公園管理事務所
　 ☎52-9266

第22回みのり園まつり
『地域と共に生きるみのり園』
　模擬店コーナーやバザー、豪華
景品が当たる大抽選会などがあり
ます。ぜひお越しください。
■日時　10月16日㈰
　　　　 9：30 ～ 14：00
■場所　みのり園（国分町）
・雨天決行
・七尾駅から送迎バスがあります。
問 みのり園　☎53-7266

食の安全を学ぼう
七尾生活学校の米粉料理教室
今年は防災食作りも
　七尾生活学校は、安全で安心で
きる食生活を考えた地産地消・じ
わもんの推進実行などを学び、実
践する女性グループです。
　米粉を使った簡単でおいしい料
理と防災食を一緒に学びませんか。
■日時　10月14日㈮　10：00 ～
■場所　サンライフプラザ調理室
■定員　10人程度（先着順）
■講師　橋本　良子氏
　　　　（食育コーディネーター）
■参加費　無料
■申込期限　10月11日㈫

問 七尾生活学校　代表 坂井節子
　 ☎57-2034

創業支援館しるべ蔵で
新しく事業を始める入居者を
募集
■場所
　七尾市創業支援館しるべ蔵
　（桧物町57番地10）
■対象
　  商業・サービス業などで、創業を
しようとする団体または個人。
■入居期間
　11月 1 日㈫から（原則 3年以内）
■家賃　月額 1万円
■申込期限　10月14日㈮
※  資格審査委員会で、入居者を選
定します。

問 産業振興課　☎53-8565

第1回アジア生物文化
多様性国際会議
　ふるさとの豊かな自然や文化を
地域活性化につなげる取り組み
の、議論を深め、広く発信するため
のアジア地域初の国際会議です。
一般公開のシンポジウムなどが行
われます。詳細は当会議の公式
ホームページをご覧ください。
■開催日　10月27㈭～ 10月29日㈯
■場所　あえの風（和倉温泉）
■日程
　 1日目　 9：30 ～　開会式
　　　　　10：30 ～　分科会
　 2日目　 9：30 ～　全体会合
　 3日目　 9：00 ～　現地視察

問 里山里海振興課　☎53-8005
　   第 1回アジア生物文化多様性国
際会議開催委員会事務局（石川
県企画課内）　☎076-225-1324

詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。
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羽咋市

自然栽培フェアin羽咋
［日時］①10月 8 日㈯　10：00 ～ 17：00
　　　②10月 9 日㈰　10：00 ～ 14：00
［場所］邑知の郷公園（中川町）
　無農薬・無肥料の
自然栽培の第一人者、
木村秋則氏がやって
くる。
　自然栽培野菜やイ
ノシシ肉の試食会も
あります。
問 農林水産課　☎0767-22-1116

志賀町

第12回志賀町文化祭
［日時］11月 3 日（木・祝）　 9：30 ～
［場所］志賀町文化ホール
　功労者表彰、
地元出身ミュー
ジシャン・大場
慎介氏による
記念講演、So-
music音楽コンサート、小学生合唱、御
供田幸子お笑いコント、舞台発表など。
問 生涯学習課　☎0767-32-9350

中能登町

第 5 回雨の宮古墳まつり
［日時］10月15日㈯　10：00 ～ 13：00
［場所］雨の宮能登王墓の館前広場（西馬場）
　 乗 馬 体 験、
勾玉作り、古墳
めぐりクイズ
ラリー、出土品
の展示、模擬店
など
問 企画課（鳥屋庁舎内）　☎0767-74-2806

宝達志水町

蓮華山大相撲
［日時］10月 8 日㈯　17：30 ～
　　　 （子供相撲は14：30 ～）
［場所］蓮華山相撲場（子浦）
　650年の歴史
をもつ蓮華山大
相撲。加賀・能
登・越中から集
まった力士たち
が、夜遅くまで熱戦を繰り広げます。
問 蓮華山相撲協会　☎090-3290-0835
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支店

七尾支店

丸亀市の観光と物産展
　毎年恒例、ゆでたての丸亀うどんを販売します。
　ご家族そろってお越しください。
■日時　11月 2 日㈬、 3日（木・祝）　 9：00 ～
■場所　花嫁のれん館前（馬出町）
■内容　うどん（完売次第終了）、特産品の販売
問 観光交流課　☎53-8436

富山県高岡市交流情報
第50回八丁道おもしろ市
　高岡開町の祖・前田利長と発展
の礎を築いた利常の遺徳をしのぶ
八丁道おもしろ市が、国宝瑞龍寺の
参道一帯で開かれます。日用雑貨
や生鮮品などの販売のほか、スズ製
品製作も体験できます。
■日時　10月16日㈰
　　　　 8：00 ～ 15：00
■場所　瑞龍寺八丁道参道
問 八丁道おもしろ市実行委員会
　 ☎0766-25-2342

長野県飯山市交流情報
収獲の秋！
おいしいサイクリングツアー
　サイクリングのメッカ、信越自
然郷のフィールドで、スポーツの
秋と食欲の秋を楽しみましょう。
■日時　10月15日㈯
　　　　10：00 ～ 15：00
■集合場所
　  飯山駅 1階信越自然郷アクティ
ビティセンター

■費用　5,000円（体験料、食事代込み）
問 信越自然郷アクティビティセンター
　 ☎0269-62-7001

富山県氷見市交流情報
木育キャラバン in 氷見
　昨年大好評だった東京おもちゃ
美術館の木育キャラバンが、今年
も氷見にやってきます。
　木育キャラバンは、国内外の木
のおもちゃ 300点以上を一同に集
めた、木のおもちゃの遊園地です。
木に触れて、においを嗅いで、音を
聞いて、遊びを通して木を思いっ
きり感じましょう。
　木のキーホルダーや楽器づくり
などの体験教室も同時開催。
■日時　10月20日㈭～ 25日㈫
　　　　 9：00 ～ 17：00
　　　　20日㈭は10：00から
　　　　25日㈫は正午まで
■場所　氷見市海浜植物園
　　　　（氷見市柳田3583）

問 氷見市海浜植物園
　 ☎0766-91-7117
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