
詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。
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近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

羽咋市

いしかわ歴史遺産認定記念展 漂
よ

着
り

神
がみ

の聖地
［会期］　11月27日㈰まで（会期中無休）
［時間］　 9：30 ～ 17：00（入館無料）
［場所］　歴史民俗資料館（鶴多町）
　古代から日
本 海 交 流 に
よって伝えら
れた羽咋郡地
域の「祈りと祭
りの文化財」を紹介します。
問 歴史民俗資料館　☎0767-22-5998

志賀町

第19回これでもか！太鼓
［日時］11月27日㈰　13：00 ～
［場所］富来活性化センター（富来支所横）
［入場チケット］
前売券　大人1,000円、子ども500円
当日券　大人1,500円、子ども700円
※ 2歳以下無料
　志賀町内の12団体が
出演し、太鼓を披露し
ます。
問 商工観光課　
　 ☎0767-32-9341

中能登町

男女共同参画推進講演会
［日時］11月12日㈯　14：30 ～
［場所］ラピア鹿島
［講演］
演題　「DVとは？～☆さんが伝えたいこと～」
講師　  弘﨑　弘美氏
　　　（DVホットラインのと事務局長）
［入場］無料
問   企画課
 　（鳥屋庁舎）
☎0767-74-2806

宝達志水町

能登半島最高峰　宝達山
［車でのアクセス］
のと里山海道 米出ICから約30分
　能登半島、白
山や立山連峰を
一望する眺望は
まさに絶景。山
頂まで歩くもよ
し、ドライブにも最適です。紅葉の季節、
ブナが山頂付近を彩ります。
問 企画振興課　☎0767-29-8250

富山県氷見市交流情報
クリスマスフェア
～ポインセチアとシクラメン展～
　クリスマスを彩るポインセチア
とシクラメンを展示します。
■期間　11月23日（水・祝）
　　　　～ 12月25日㈰
■入園料　大人200円
　　　　　中学生以下無料
問 氷見市海浜植物園
　 ☎0766-91-0100

能越道交流会in氷見
■日時　11月12日㈯
　　　　11：00 ～ 14：00
■場所　道の駅「ひみ番屋街」
■プログラム
　11：05 ～トークショー
　　　　　  海乃　美月氏
　　　　　  氷見市出身、
　　　　　  宝塚歌劇団月組娘役
　12：30 ～ 御陣乗太鼓演奏
　13：15 ～ ぶり解体ショー
　　　　　（先着200人に無料配布）

（C）宝塚歌劇団
問 氷見商工会議所
　 ☎0766-74-1200
　七尾商工会議所
　 ☎54-8888

富山県高岡市交流情報
2016たかおか食彩フェア
　高岡の特産品や農林水産物の販
売のほか、今年はマグロの解体
ショーも行われます。
■日時　11月20日㈰
　　　　 9：30 ～ 15：30
　　　　①11：00 ～②14：00 ～
　　　　　マグロ解体ショー
　　　　①15：00 ～
　　　　　カニのタイムサービス
■場所　高岡テクノドーム
問   高岡市農林水産業まつり実行
委員会・JA高岡食と農ふれあ
いフェア実行委員会

　 ☎0766-63-1818

長野県飯山市交流情報
高橋まゆみ人形館
「心のお陽さま」
　 4度のがん手術から生還した夫
とアルツハイマーの妻との12年間の
物語「八重子のハミング」から生ま
れた作品を中心とした企画展です。
■会期　平成29年 3 月28日㈫まで
■場所　高橋まゆみ人形館
■入館料　一般610円
　　　　　小中学生410円
問 高橋まゆみ人形館
　 ☎0269-67-0139 全国一斉「女性の人権ホッ

トライン」強化週間
　夫やパートナーからの暴力やス
トーカーなど女性をめぐるさまざ
まな人権問題を解決するため、法
務局職員と人権擁護委員が電話で
相談に応じます。相談無料、秘密
厳守です。
■相談受付日時
　11月14日㈪ ～ 11月18日㈮
　 8：30 ～ 19：00
　11月19日㈯、11月20日㈰
　10：00 ～ 17：00
■電話番号（通話料がかかります）
　0570-070-810
　全国共通ダイヤルです。平日は
最寄りの法務局、土日は名古屋法
務局につながります。
問 金沢地方法務局七尾支局
　 ☎53-1721

チケット販売中
第15回オーケストラ・アン
サンブル金沢七尾定期公演
～魅惑のオペラアリア～
■日時　11月20日㈰　15：00開演
■会場　七尾サンライフプラザ
　　　　大ホール
■ゲスト　
　メゾ・ソプラノ　鳥木　弥生
　テノール　西村　悟
　指揮　　　垣内　悠希
■入場料
　（全席自由、当日は500円高）
　一般3,000円　
　高校生以下2,000円
　車椅子2,000円
　車椅子介護者2,000円
■チケット販売窓口
　・ミヤコ音楽堂
　・パトリアサービスカウンター
　・文化課

問 文化課　☎53-8437

平成28年度
コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業とし
て、コミュニティ助成事業を行っ
ています。宝くじの受託事業収入
を財源として、地域の自治意識を
高め、連帯感を盛り上げるコミュ
ニティ活動に対し、事業費を助成
するものです。
　中島町長浦町会がこの助成金で
ＬＥＤ防犯灯、屋外掲示板、プロ
ジェクター・スクリーン・レー
ザーポインターを整備しました。

問 ふるさと振興課　☎53-1134

能登和倉万葉の里マラソン2017
エントリーの締め切り迫る
　平成29年 3 月12日㈰開催の能登
和倉万葉の里マラソン2017のエン
トリー締め切りが近付いています。
　ランニングサイト「RUNNET」で
エントリーを受け付けています。
■エントリー期限　11月30日㈬
　※定員に達し次第締め切り
■種目・参加料
　マラソン　7,000円（定員5,000人）
　10㎞　　　4,000円（定員2,000人）
　親子ペア　3,000円（定員なし）

問 観光交流課　☎53-8436

NASPO（ナスポ）
創立10周年記念式典
　平成18年に設立の総合型地域ス
ポーツクラブNASPOが10周年を
迎えます。活動をご覧になりませ
んか。会員以外の人も観覧できま
す。ぜひお越しください。
■日時　11月27日㈰
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　みなとふれあいスポーツ
　　　　センター
■内容
　【Ⅰ部　記念式典】
　　表彰など
　　・10年連続教室実施指導者
　　・10年連続会員登録者
　【Ⅱ部　記念イベント】
　　・バトントワーリング
　　・バトンコネクション
　　・ストリートダンス
　　・  トランポリン教室会員、金沢

学院大学北國クラブの演技
■司会　平見　夕紀氏
　（七尾市出身フリーアナウンサー）
問 NASPO（ナスポ）事務局
　 （七尾市武道館内）　☎54-0004

あい愛バザール開催
　七尾市各種女性連絡協議会主催
によるバザーです。日用品から手
作り品まで多数の掘り出し品があ
ります。
　ご家族、ご近所お誘い合わせの
うえ、お越しください。
■日時　12月 4 日㈰　10：00 ～
　　　　※品物が無くなり次第終了
■場所　フォーラム七尾
　　　　多目的ホール

問 フォーラム七尾　☎52-5222
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