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支店

七尾支店

2016歳末チャリティー展
第22回七尾美術作家協会
■日時　12月 9 日㈮～ 11日㈰
　　　　10：00 ～ 18：00
　　　　（最終日は16：00まで）
■場所　フォーラム七尾大ホール
■入札制
　本作品、小作品とも、入札高額者
　が落札者となります。
　・本作品 2万円以上
　・小作品 5千円以上
　・  落札者にははがきでお知らせ
します。

　・落札後の取り消しはできません。
■作品引き渡し
　12月17日㈯　14：00 ～ 16：00
　フォーラム七尾　応接室
問 七尾美術作家協会（内藤雄鵬）
　 ☎52-4755

長野県飯山市交流情報
この冬は「レストランかま
くら村」へ！予約受付中
　かまくらの中で名物「のろし鍋」
を楽しむ豪雪地ならではの体験が
できます。ぜひお越しください。
■期間　 1 月27日㈮～2月28日㈫
　　　　 （水曜定休）
■場所　かまくらの里
　　　　（飯山市外様地区）
問 信州いいやま観光局
　 ☎0269-62-3133

富山県氷見市交流情報
【お正月の寄せ植え教室】
■日時　12月11日㈰
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　氷見市海浜植物園
■定員　15人（先着順）
■費用　3,000円（材料費）
■申込期限　12月 8 日㈭

【お正月フラワーアレンジ
メント教室】
■日時　12月23日（金・祝）
　　　　13：30 ～
■場所　氷見市海浜植物園
　　　　 2階ワークショップ
■定員　40人
■材料費　3,000円（花代のみ）
■持ち物　花器、花切ハサミ
■申込期限　12月15日㈭
※  申込期限後のキャンセルはでき
ません。

問 氷見市海浜植物園
　 ☎0766-91-0100

富山県高岡市交流情報
第31回日本海高岡なべ祭り
　高岡の伝統産業の技術で作った
直径 2 mの大鍋で、カニやエビな
どをはじめ新鮮な魚介類と野菜を
盛り込んだ、豪快な鍋が楽しめま
す。県内外の多彩な鍋も集う、日
本海側最大級のなべ祭りです。
■日時　 1 月14日㈯～ 1月15日㈰
　　　　11：00 ～ 16：00
■場所　高岡市中心市街地
■前売券　 2 枚セット600円
　　　　　（当日券は 1枚350円）
問 日本海高岡なべ祭り実行委員会
　 ☎0766-20-0555

観光・イベント情報観光・イベント情報

近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

羽咋市

お正月はコスモアイル羽咋へ
　本物の宇宙船に会える博物館「コスモ
アイル羽咋」（鶴多町）。1月 1日（日・祝）、
2日（月・祝）は、宇宙船にまつわるクイ
ズに答えると、お正月限定のポストカー
ドが当たります。
問 コスモアイル羽咋
　 ☎0767-22-9888

志賀町

西能登　里浜イルミネーション　ときめき桜貝回廊
　ＬＥＤで光るペットボタル約 2万個
が、全国屈指の夕日スポット「世界一長
いベンチ」を照らします。（点灯は日没
から約 4時間）
［期間］12月25日㈰まで
［場所］道の駅とぎ海街道・世界一長いベ
ンチ周辺
問 商工観光課　
　 ☎0767-32-9341

中能登町

クリスマスコンサート
［日時］12月18日㈰　13：30 ～
［場所］ラピア鹿島（井田）
［内容］歌のステージ、餅つきなど
　　　（  小学 2年生未満の子ども向けの

イベントです）
問 生涯学習課
　 ☎0767-76-1900

宝達志水町

加賀藩十村役　岡部家
　藩政期に建築された茅葺入母屋造り
を復元した格式高い十村屋敷です。
［開館時間］ 9：00 ～ 15：45
［場所］荻谷ニ42
［入館料］一般500
円、小中学生200円
［休館日］毎週火曜
日、年末年始など
問 生涯学習課
 　☎0767-29-8320

『向陽タウンはまだ』
分譲宅地好評発売中
　保育園や小中学校にも近く、自
然の中でゆったり子育てをしたい
人や家庭菜園を楽しみたい人に最
適です。
■所在地　中島町浜田耕部
　　　　　全38区画中残り10区画
■分譲価格・面積（ 1区画）
　280万 4 千円～ 295万 5 千円
　311㎡（94坪）～ 328㎡（99坪）
■新築助成金制度
　上限200万円
　※  金融機関から借り入れをして

70㎡以上の住宅を新築した場
合、次の加算が受けられます。

　【基本額】
　上限30万円
　【市内建築業者で施工】
　上限20万円
　【中学生以下の子 1人につき】
　上限10万円
　【市外からの転入】
　上限20万円
問 都市建築課　☎53-8429

今年最後
特定健診の追加健診を実施
○特定健診受診目標
　約6,000人（受診率57％）
○10月末現在受診者
　3,857人
　家族や知り合いに健診を受けて
いない人はいませんか。健康保持・
増進のため、ぜひ受診しましょう。
■日時　12月17日㈯、18日㈰
　　　　 8：30 ～ 10：00
■場所　七尾サンライフプラザ
【七尾市国民健康保険加入者】
　健診を受けていない人に追加健
診の受診券を送ります。
【七尾市国民健康保険以外の健康
保険の加入者】
　健診日に特定健診受診券と被保
険者証、自己負担金を必ずお持ち
ください。

問 保険課　☎53-8420

介護職員や保育士の
再就職に向けた
準備金の利用者を募集
　介護や保育の資格を持ちながら
離職している人へ。介護や保育の
仕事に再就職するための準備費用
をお貸しします。
■貸与限度額
　最高20万円（ 1人 1回限り）
■用途
　働く際に必要な衣服代や通勤用
　バイクの購入費、専門書代など
■返還不要の条件
　県内の施設などで介護職員や保
　育士として 2年間勤務すると返
　還が不要になります。

　石川県社会福祉協議会 検索
問 石川県社会福祉協議会
　 ☎076-224-1212

文化施設を冬季休館します
■期間　12月11日㈰～ 3月10日㈮
■休館する文化財施設
　七尾城史資料館（古屋敷町）
　懐古館（古屋敷町）
　能登国分寺展示館（国分町）
　祭り会館（中島町横田）
　明治の館（中島町外）
※  蝦夷穴歴史センター（能登島須
曽町）は、 3月19日㈰まで休館。
※  休館中に入館を希望する場合は
ご連絡ください。

問 文化課　☎53-8437

のと里山空港
クリスマスイベント
　午前 9時55分到着の飛行機に
乗ってきたサンタからプレゼント
がもらえるかも。ビンゴや大抽選
会、クリスマスマーケットなどさ
まざまなイベントを開催します。
■日時　12月23日（金・祝）
　　　　 9：00 ～ 15：00
■場所　能登空港ターミナルビル
問 のと里山賑わい創出実行委員会
　 ☎0768-26-2303

1000人が歌う
「能登のまだら」第九
■日時　12月23日（金・祝）
　　　　12：40開演
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　大ホール
■内容
　  まだら（七尾まだら保存会、輪島
まだら保存会、園児・小中学
生）、五箇山民謡（南砺平高等学
校郷土芸能部）、鵜浦豊年太鼓、
渋川流剣詩舞など

■入場料　無料
問   能登のまだら伝統芸能交流大
会実行委員会事務局　杉田

　 ☎52-1513

平成29年度用家庭ごみ収集
カレンダーの広告主募集
　毎年 4月に無料配布される家庭
ごみ収集カレンダーに宣伝広告を
掲載しませんか。
■広告枠規格
　縦40ｍｍ×横77ｍｍ（ 1枠）
■掲載料金　10万円（ 1枠）
■募集枠数　 5 枠
■募集期限　12月16日㈮
■応募方法
　  広告掲載申込書に記入のうえ提
出ください。

■提出先　環境課
※  申し込み多数の場合は抽選です。
※  申込書は環境課窓口または市
ホームページからダウンロード
できます。

問 環境課　☎53-8421
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