
七尾市中島学童野球場オープン
　旧中島高等学校跡地に整備して
いた学童野球場が完成し、 7月 3
日㈰に記念式典を行いました。
　学童専用で 2面の野球場は能登
で唯一です。学童の大会や合宿、
練習などで、ぜひご利用ください。
　この球場は「スポーツ振興くじ
助成金」の助成を受けて整備しま
した。
■場所　中島町浜田イ25- 1

問 七尾市中島体育館　☎66-1212

城山水泳プールオープン
■期間　 7月23日㈯～ 8月31日㈬

区分
午前
9：00 ～
13：00

午後
13：00 ～
17：00

1 日

一般 250円 250円 500円
高校生以下 150円 150円 300円

　団体は 1時間あたり1,500円
■定休日　毎週月曜日（祝日は開館）
　  大会などで利用できない日があり
ます。事前にご確認ください。
■入場条件
　  小学生以下は保護者の同伴および
監督が必要です。注意事項を守り、
監視員や係員にご協力の上、安全
に楽しくご利用ください。

問 城山体育館　☎52-6419

富山県氷見市交流情報
第11回　親子ふれあいまつり
■期間　 7 月16日㈯～ 8月31日㈬
　　　　 9：00 ～ 17：00
■場所　氷見市海浜植物園
■料金　大人500円
　　　　小中学生100円
　　　　（乳幼児無料）
■内容　
　  世界のクワガタやカブトムシの
展示、国産カブトムシ・クワガ
タとのふれあいなど、楽しい
コーナーがいっぱい！

　  竹細工の昆虫や押し花絵、オリ
ジナルフレーム作りなどの体験
教室も開催。夏休みは植物園で
最高の思い出を作ろう!!

問 氷見市海浜植物園
　 ☎0766-91-0100

飛び出そう、舞台へ！
ピティナ・ピアノステップ
　ピアノステップは、いつでも参
加でき、アドバイスがもらえる公
開ステージです。どなたでも無料
で見学できます。
■開催日　 7 月24日㈰
■場所　七尾サンライフプラザ
詳細はお問い合わせください。
問 ピティナのと七尾ステーション
　 ☎090-1110-8724（平島）

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で小
さなお子さんにも安心の幼児用ビ
ニールプールも完備。
　「わくたまくん」の顔出しパネル
や壁面イラストと一緒に記念写真
を撮ってお楽しみください。
■日時　 7 月23日㈯～ 8月21日㈰
　　　　 9：00 ～ 18：00
・入園は17：30まで
・  ウォータースライダーは17：00
まで（小学 3年生以上）
※  初日 7月23日㈯のみ無料開放
（安全祈願祭後開放）
■入園料
　大人（高校生以上）650円
　シルバー（65歳以上）400円
　小人（小・中学生）300円
　幼児100円
　※団体割引　30人以上10％割引
　　　　　　　50人以上20％割引
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

長野県飯山市交流情報
2016いいやま灯篭まつり
　迫力の大型灯篭と全国各地から
寄せられたメッセージ灯篭、合わ
せて約 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11日（木・祝）
　　　　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

ほっと石川観光応援債を
発行します
　石川県は、さらなる観光振興に
取り組むため、公募債「ほっと石川
観光応援債」を発行します。
■募集時期　 8月
■発行額　総額50億円
■購入単位　10万円単位
■利払時期　半年ごとに利払い
■期間　 5年（満期一括償還）
■販売窓口　
　北國銀行および三井住友銀行の
　各営業店窓口
詳細は決定次第、石川県のホーム
ページなどでお知らせします。
問 石川県財政課　☎076-225-1257
　 石川県観光企画課　
    ☎076-225-1127

海水浴場オープン
7 月16日㈯から（能登島エリア）
　・マリンパーク（ 8月17日㈬まで）
　・八ヶ崎（ 8月20日㈯まで）
　・松島（ 8月21日㈰まで）
7月20日㈬から
　・庵町いいパーク（ 8月20日㈯まで）
7月23日㈯から
　・鵜浦（ 8月16日㈫まで）
問 観光交流課　☎53-8424

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

羽咋まつり
［日時］　
8月 6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31日㈰　11：30 ～
（花火は20：00頃～）
［場所］
千鳥ヶ浜（高浜町）
　綱引き大会や、
テント市、太鼓やよさこいステージな
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

いするぎ講談　米朝一門による落語のいろは
［開催日］
7月 7日㈭　15：10 ～
［場所］
石動山「大宮坊」
［入場料］
無料
　落語家の桂米
紫さん、桂吉の丞さんによる「落語のい
ろは」の講談です。
問   生涯学習課（ラピア鹿島内）
　 ☎76-1900

宝達志水町

今浜海水浴場
［浜開き］　  7 月15日㈮　10：00 ～
［アクセス］　  のと里山海道の今浜ＩＣを下車
　千里浜なぎさドライブウェイの入口
に位置する今浜海岸は、クルマを休憩
所にできてしまう海水浴場。浜茶屋や
貝売店も立ち並
び、いろいろな
海の幸も堪能で
きます。
問 企画振興課
　 ☎0767-29-8250
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支店

七尾支店

能登ふるさと博　灯りでつなぐ能登半島
田鶴浜あかりまつり
　田鶴浜建具発祥の地「東嶺寺」のライトアップや、田鶴浜小学校の児童が
作製した行灯展示、各家の軒先に祭り行灯を点灯するなど、手作りの『灯り』
が人と地域を照らします。
■日時　 7 月30日㈯　15：00 ～ 21：00
■場所　東嶺寺およびさつき苑周辺
■内容　15：00 ～　アトラクション
　　　　17：00 ～　灯り点灯セレモニー
問 田鶴浜あかりまつり実行委員会　☎68-3336

第13回御祓川まつり　～能登の夏越に和がゆらぐ～
■日時　 8 月 6 日㈯　15：00 ～ 21：00　■場所　生駒町　御祓川沿い
■内容　皆さんのご参加と点灯のご協力をお願いします。
　15：00 ～　御祓川縁日
　15：30 ～　入選俳句発表　表彰式
　17：00 ～　オープニング　七尾豊年太鼓
　17：20 ～　御祓川まつり　
　18：00 ～　能登ふるさと博　灯りまつり点灯セレモニー
　18：30 ～　  ビオトープコンサート　～川への祈り～

出演者　篠笛演奏、オルビスNOTO、VOX OF JOY & VOJCほか
　20：00 ～　灯籠流しスタート
　・俳句コンテスト（事前募集）
　・写真コンテスト（ 8月末締切）
問 御祓川まつり実行委員会　☎52-8900

第22回七尾美術作家協会展
　作家協会会員の力作をコラボ
レーション形式で展示します。お
待ちしております。
■期間　 7 月15日㈮～ 18日（月・祝）
■場所　石川県七尾美術館
※協会展は入場無料です。
問 七尾美術作家協会事務局（内藤）
　 ☎52-4755

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
サートやパレードなど、さまざま
なイベントが開催されます。
■開催日　 8 月 1 日㈪～ 7日㈰
■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
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