
富山県氷見市観光交流情報
「ひみ寒ぶり」のシーズン到来！
　氷見の冬の旬といえば、なんと
いっても「ひみ寒ぶり」。氷見市内
の民宿や料理店では、ぶりを堪能
できる「ひみぶりフェア」が開催さ
れます。ぜひ、お越しください。
ひみぶりフェア
■期間　 1 月 7 日㈭～ 2月末
①オープニングイベント
■日時　 1 月 7 日㈭　10：00 ～
■場所　ひみ番屋街
■内容　ぶり解体ショー、
　　　　大漁鍋のふるまいなど
②ぶり・鰤・ブリづくし
■日時　 1 月17日㈰
■場所　ひみ番屋街
■内容　ぶり解体ショーほか
問 （一社）氷見市観光協会
　 ☎0766-74-5250

長野県飯山市観光交流情報
なべくら高原スノーシュー
フェスティバル2016
　スノーシューの無料試乗会や、
子どもも楽しめるイベント、ツ
アーを開催。国内屈指のスノー
シューイベントを楽しもう！
■開催日　 1 月30日㈯、31日㈰
■場所　なべくら高原　森の家
■費用　入場無料
 （ツアーなどの参加費は有料）
問 なべくら高原森の家
　 ☎0269-69-2888

富山県高岡市観光交流情報
第30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 2ｍの大鍋でカニやエビなど
新鮮な魚介類と野菜を煮込んだ豪
快な鍋が楽しめます。新鮮な食材
を堪能しつつ、お買物ラリーや寒
中ライブもお楽しみください。
■開催日　 1 月 9 日㈯～ 1月10日㈰
　　　　　 11：00 ～ 16：00
■場所　高岡市中心市街地
問 日本海高岡なべ祭り実行委員会
　 ☎0766-20-0555

「のと就職フェア」参加企業募集
■日時　 3 月13日㈰　
　　　　 13：00 ～ 16：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■申込期限　 1 月15日㈮
※応募多数の場合は先着順
■対象企業　
　  能登地域（宝達志水町以北）に事
業所がある企業

※  詳細は、お問い合わせください。
問 石川県商工労働部産業立地課
　 ☎076-225-1517

のとろく6次産業化
ステップアップセミナー
　 6次産業化に向けた取り組みに
興味をお持ちの農林漁業者（七尾
市内）の皆さん。はじめの一歩を
踏み出せるようなヒントを得られ
るセミナーを開催します。
■日時　 2月19日㈮
　　　　14：00 ～ 16：30
■場所　七尾商工会議所 2階研究室
■講師　井村　辰二郎氏
　　　　㈱金沢大地　代表
　　　　有機栽培農家
■定員　30人
※  セミナー終了後、個別相談会を
実施します。

問 里山里海振興課　☎53-5010

平成28年測量士・測量士補試験
■日時　 5 月15日㈰
■会場　富山県ほか
■受付　 1 月 5 日㈫～ 1月29日㈮
※  詳細は、お問い合わせください。
問 国土地理院総務部総務課
　 ☎029-864-8214,8248

冬場の運転に細心の注意を
　暗くなるのが早い冬場。ライトの
点灯は早めを心掛けましょう。また、
夕方から夜間にかけて運転手からは
歩行者が見えにくく、交通事故が発生
しやすくなります。外出する際は反
射材を着用しましょう。
　加えて、雪道や凍結路面での運転に
は、十分注意してください。
問 七尾警察署　☎53-0110

不用品活用銀行
■ゆずります
洋タンス、整理タンス、和タンス、押
入タンス、食器棚、漬物石、百科事典
（全28巻）、ポータブルトイレ、大人
用おむつ、子ども用自転車（女子
用）、シルバーカー、座椅子、学生服
（小学生女子高学年）、衣装ケース
■ゆずってください
大人用自転車、ベビーカー、チャイ
ルドシート、クローゼット
※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

障害者差別解消法が
施行されます
　 4月 1日から「障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する法
律」（障害者差別解消法）が施行さ
れます。
　この法律は、行政機関や会社、お
店などの民間事業者で障害を理由
とする差別を無くし、すべての人
が障害の有無に関わらず、人格と
個性を尊重し合いながら共生でき
る社会をつくることを目的として
います。
　障害のある人から何らかの配慮
を求められた場合、負担になり過
ぎない範囲で、社会的障壁を取り
除くために必要で合理的な配慮を
行うことが求められます。
○社会的障壁
　通行・利用しにくい施設・設備
や利用しにくい制度など障害のあ
る人にとって日常生活や社会生活
を送る上で障害となるもの。
○合理的な配慮
　車いすの人が乗り物に乗る時の
手助けや障害の特性に応じた手段
（筆談や読み上げ）での対応などそ
れぞれの場面で異なります。
問 福祉課　☎53-8464

羽咋市

ボランティア♥婚活in羽咋
［日時］　 2月 6日㈯　13：00 ～ 16：00
［場所］　  羽咋すこやかセンター 2階・研修室（鶴多町）
［対象］　  ボランティア活動に興味のある未婚女性（22 ～ 45歳）
［参加費］500円（女性）
［申込期限］ 1 月20日㈬
　ボランティアしな
がらの婚活してみま
せんか！
問 社会福祉協議会 ☎0767-22-6231

志賀町

大漁起舟祭
［日時］　 2月11日（木・祝）　10：00 ～ 15：30
［会場］　富来漁港（西海風戸）
　鮮魚販売・大漁鍋・炉端コーナー、　
地元芸能、島津悦子歌
謡ショーなど
　甘エビ・寿司食事券
が当たるガラポン開催
問   商工観光課
  ☎0767-32-9341

中能登町

ふれあい中能登2016年コンサート
［日時］　 2月 7日㈰　13：30 ～
［場所］　ラピア鹿島（井田）
　中能登地域を中心とした中高校生吹
奏楽部による迫
力の演奏をお届
けします。
問   生涯学習課
  ☎76-1900

宝達志水町

ニコニコ展
［日時］　 2月 6日㈯・ 7日㈰
　　　　10：00 ～ 16：00
［場所］　敷波会館（敷波）
　　手工芸品・絵画・生け花などの展示
　チャリティーバザー

問 運営委員会（前多） ☎090-2035-3175

確定申告が始まります！
■日時　七尾税務署　 2 月 8 日㈪～ 3月15日㈫　 9：00 ～ 16：00
　　　　七尾市役所　 2月16日㈫～ 3月15日㈫　 8：30 ～ 16：30
問 七尾税務署　☎52-9336　　税務課　☎53-8412

事業所得がある皆さんへ【決算説明会を開催】
　事業所得などがある人を対象に、決算方法や決算書（収支内訳書）作成に
関する説明会を開催します。
■日時　 1 月21日㈭　14：00 ～ 16：00
■場所　七尾商工会議所　 2 階大ホール
■講師　北陸税理士会七尾支部　楠　正敏　税理士
問 七尾税務署　☎52-9336

事業所給与担当の皆さんへ
【平成27年分給与支払報告書】提出期限は 2月 1日㈪
　給与支払報告書は、平成28年度市・県民税を計算する重要な資料です。
■内容　従業員全員分（非正規職員含む）を提出してください。
■提出先　税務課
■提出方法　郵送、持参、インターネット「eLTAX」（エルタックス）
問 税務課　☎53-8412

平成28年度償却資産（固定資産税）
申告提出期限は2月1日㈪
　固定資産税の課税対象の償却資産（事業用資産）を市内に所有している法
人または個人は、 1月 1日現在の所有状況の申告をお願いします。
　前年度に申告をされた人は、12月中旬に申告に必要な関係書類を送付しま
した。なお、新規事業者の人は関係書類を送付しますので、ご連絡ください。
※詳細は、お問い合わせください。
問 税務課　☎53-8415

要介護認定高齢者の障害者控除
　介護保険制度の要介護認定を受けている人（本人または扶養親族）は、障
害者手帳がなくても、申請によって所得税・住民税の障害者控除を受けら
れる場合があります。詳細は、お問い合わせください。
問 保険課　☎53-8457
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本社

七尾支店

AM11:30～PM14:00

 　　 於　　 ：和倉温泉「あえの風」
会　　　　費：1万円　※御食事代込 

着付け希望者：別途着付け料一人2千円
　　　　　　　（控室あり）要予約

締切：平成28年１月28日(木)
参加者は、会費を添えてお申込みください。

きもの談義 男性方の きものトーク

振込口座：北国鍛治町支店（普）250475 カワラサヨコ 
申 込 先：事務局／七尾市藤橋町寅126-1（山原）
　　　　　FAX　0767(52)7556

会　長　橋元道彦
副会長　小田眞弓
委員　　小林良子
　　　　春木　憲
　　　　山原昌娃

きもの文化を楽しむ会
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