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夏本番、動物たちがみんなを待ってるよ。
「ドキドキ」「わくわく」を探しに、出かけてみませんか？
いずれの施設も夏休み期間は休まず営業！

のとじま水族館
●大人気！トンネル水槽「イルカたちの楽園」
イルカたちに囲まれながら水中散歩を楽しもう。
●新登場！コツメカワウソ水槽
川辺を再現した水槽を元気
いっぱい動き回る姿を見よう。

●パワーアップ！アザラシ万華鏡
アザラシテーブル新登場。
水中や陸上で遊び回る姿を見よう。

●開館時間延長
〈8/13(木)～15(土)は18:00まで開館〉
延長期間は、人気のイルカ・
アシカショーやマリンガール
の餌付けショーが1回増！
（イルカ・アシカショー 17:30～、
マリンガールの餌付けショー 17:00～）

所在地／七尾市能登島曲町15-40　☎0767(84)1271

www.pref.ishikawa.jp/fureai

所在地／白山市八幡町戌３　☎076(272)3417

開館時間／9:00～17:00(入館は16:30まで)
料　　金／高校生以上1,320円 ３歳～中学生400円  

ふれあい昆虫館

のとじま水族館

ふれあい昆虫館
開館時間／9:30～17:00(入館は16:30まで)
料　　金／一般400円 小・中・高校生200円

●世界最大のカブト・ヘラクレスとツーショット
●あつまれ！世界のカブトムシ、クワガタムシとカマキリ
●野外アミ室に「カブトの森」登場
　自然に近い状態でカブトムシを観察しよう。　
●オオクワガタ争奪！クイズバトル　
   8/14(金)、15(土)
    ○×クイズ優勝でオオクワガタをゲットしよう。
●開館時間延長
　〈8/13(木)～15(土)は18:00まで開館〉

www.pref.ishikawa.jp/zoo

所在地／能美市徳山町600　☎0761(51)8500

開館時間／9:00～17:00(入館は16:30まで)
料　　金／高校生以上810円
　　　　  ３歳～中学生400円

●ネコたちの谷がリニューアル！
ライオンやトラが目の前に近づく
大迫力を楽しもう。
●かわいい動物とふれあえる「動物
とのふれあいタイム」、「なかよし
ハウス」も毎日開催中！

所在地／能美市徳山町600　☎0761(51)8500

1歳半になった「イチゴ」を、水、土、日、祝
日に限り公開しています（10/12まで）。
元気でかわいい「イチゴ」に会いに来てね。
（動物の体調により中止する場合があります。）

1歳半になった「イチゴ」を、水、土
日に限り公開しています（10/12ま
元気でかわいい「イチゴ」に会いに来

チンパンジーの子「イチゴ」
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●ナイトズー２００９開催！
8/8 (土 )～30 (日)の土日と 
10/11(日)は21時まで開園（入
館20時まで）。普段見ることので
きない夜の動物たちを観察しよう。
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　自治医科大学概要説明会を開催
8月11日(火) 14:00～16:00
県文教会館(金沢市尾山町10-5)
高校在校生・卒業生、保護者など
大学の概要､学生生活､卒業生の体験談など

と き
ところ
対　象
内　容

医療対策課　　　　    ☎076(225)1431

　県政学習バス(個人)参加者募集

各コース50人(申込多数の場合抽選)
8月19日(水)消印有効

定 員
申込締切
※往復はがきでの申込が必要です。詳しくは各地区窓口へ

加賀地区(対象：かほく市以南の市町在住の成人男女)
男女共同参画課　076(225)1378

奥能登地区(対象：輪島・珠洲市、鳳珠郡在住の成人男女)
奥能登総合事務所企画振興課　0768(26)2303

中能登地区(対象：七尾・羽咋市、羽咋・鹿島郡在住の成人男女)
中能登総合事務所企画振興課　0767(52)6113

運行日：9/24(木)、10/16(金)、18(日)、11/5(木)

運行日：10/29(木)、一泊：10/6(火)～7(水)

運行日：9/27(日)､10/2(金)､20(火)､23(金)､11/4(水)､12(木)

　県有地を一般競争入札により売却します

入札参加申込書と必要書類を管財課に提出【8月19日(水)必着】申 込

管財課　                   ☎076(225)1262

加賀市山代温泉桔梗丘二丁目110番 154.67㎡ 6,070,000円

物件所在地番 地　積 最低売却価格

金沢市本多町一丁目291番1 202.69㎡ 10,390,000円
金沢市つつじが丘207番2、208番２ 301.64㎡ 6,700,000円
羽咋市柴垣町上山20番1 2,155.56㎡ 650,000円
輪島市町野町大川参七字83番1、84番1 354.92㎡ 1,420,000円
輪島市町野町東大野長瀬町82番 572.90㎡ 3,270,000円
鳳珠郡能登町字小木口字15番4 162.30㎡ 2,050,000円
鳳珠郡能登町字小木口字15番5 162.02㎡ 2,040,000円
鳳珠郡能登町字小木口字15番9 161.35㎡ 2,040,000円
珠洲市飯田町弐九部53番 534.92㎡ 7,690,000円

珠洲市飯田町弐九部56番 397.56㎡ 6,320,000円

　白山麓里山・奥山ワーキング

※申込方法など詳しくは下記へ（先着順）
白山自然保護センター　  ☎076(255)5321

8/22(土)～23(日) 南竜ヶ馬場 4,000円 50人
と き ところ 参 加 費 定 員

9/27(日) 13:00～ 市ノ瀬 無料 100人

9/5(土)～6(日) 室堂 4,000円 50人

①
②
③

労働企画課　                  ☎076(225)1532

7/30(木) 10:00～16:00

8/4(火) 10:00～16:00
8/6(木) 10:00～16:00

と き ところ
ハローワーク白山

ハローワーク羽咋
小松パートバンク

白山本来の自然を守るため、オオバコなどの外来
植物を除去します。
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※申込方法など詳しくは下記へ

※入札日時・場所、現地説明日程など詳しくは下記へ

　母子家庭職業訓練 受講生募集
医療・介護2級科（準備講習付き）
9月3日(木)～12月9日(水)
㈱ニチイ学館金沢校(金沢市尾山町3-10)
母子家庭の母　10人
市福祉事務所または県保健福祉センターへ
訓練手当の支給あり【8月7日（金）締切】

訓練科目
訓練期間
ところ
対　象
申　込
その他
少子化対策監室　        ☎076(225)1421

　10月開校「いしかわ長寿大学」生徒募集
・ 石川中央校11期生(60人)
・ 能登北部校7期生(60人)
・ マスターコース14期生(40人)
・ 健康福祉専攻課程(30人)
県内在住の60歳以上の方

募集内容

対 象

(財)長寿生きがいセンター　 ☎076(258)3135

　生活・就労出前相談

※申込方法など詳しくは下記へ【8月31日(月)締切】

生活資金や住宅確保、また職業訓練や職場実習など、
暮らし向きや再就職に関するご相談をお受けします。
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【ほっと石川】

【ウィークリーいしかわ】
毎週日曜 PM5：25～5：30

【石川まるごと探検隊】

【石川ほっとニュース】
毎週土曜　PM5：55～6:00　

【県からのおしらせ】
毎週火・金曜　PM2：30頃（3分間）

【素敵にモーニング】
毎週日曜　AM9：55～10：00

8月16日（日） AM7：30～8：00
「いしかわ自然学校」

8月1日（土） PM5：15～5：30
「能登ふるさと博」

ホームページ www.pref.ishikawa.jp E-mail  e130500b@pref.ishikawa.lg.jp　行政相談 　 076（225）1100
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