
●内容・日程は変更になる場合があります。事前にご確認ください。

能登ふるさと博開催
実行委員会(観光企画課内） 

TEL:076（225）1542
能登ふるさと博

お
問
い
合
わ
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このほか、楽しいイベントやおいしいグルメが盛りだくさんこのほか、楽しいイベントやおいしいグルメが盛りだくさん

道の駅のと千里浜 TEL:0767(22)3891

のどぐろを使ったちゃんこ鍋のふるまいをはじめ、心も

体も温まる冬の味覚をふんだんに提供。市内外の飲食

店等も多数出店し、能登のうまいもんを堪能できます。

宇出津港
のと寒ぶりまつり
宇出津港
のと寒ぶりまつり

道の駅のと千里浜
のどぐろ祭り
道の駅のと千里浜
のどぐろ祭り

雪中ジャンボ
かきまつり2020
雪中ジャンボ
かきまつり2020

寒ぶりまつり実行委員会（能登町商工会）TEL:0768-62-0181

新鮮な寒ぶりの振る舞い。宇出津港直送鮮魚市を開

催するほか、海鮮鍋、海鮮丼など、能登の魚介をふん

だんに使った料理を提供するブースが出展します。

珠洲あんこう祭り珠洲あんこう祭り

道の駅すずなり

ＮＰＯ法人能登すずなり TEL:0768(82)4688

あんこうの吊るし切りの実演やコラーゲンたっぷり

のあんこう鍋など、珠洲自慢の味を満喫できます。カ

ニやかきなど冬の味覚を楽しめるブースも数多く出

店します。

1／13（月･祝）
10：00～13：00

1／19（日）
10：00～15：00

1／25（土）・26（日）
9：00～17：00

2／2（日）
10：00～14：00

2／8（土）10：00～16：00

　9（日）  9：00～15：00

2／29（土）10：00～16：00

3／1（日）  9：00～15：00

七尾湾能登かき祭
特別イベント
七尾湾能登かき祭
特別イベント

道の駅織姫の里なかのと TEL：0767（76）8000

中能登のグルメが大集合。ふぐ、どぶろく、甘酒、ぶ

りを使った一日限定メニューの他、コシヒカリや白ね

ぎの特売、能登牛、能登豚の特別販売もあります。

その地域ならではのオリジナル

メニューを協賛店舗で提供して

います。地域のおもてなしと伝

統の食文化に触れてください。

能登島ごっつおまつり能登島ごっつおまつり

能登島観光協会 TEL:0767（84）1113

「ごっつお」とは料理やおかずの意。タラ汁・ふぐ汁・

タラ料理・焼きかき・能登島バーガー・草もちなど、能

登島でとれた新鮮な魚介類をメインに冬の味覚が味

わえます。

食祭「珠洲まるかじり」食祭「珠洲まるかじり」

珠洲食祭実行委員会事務局 TEL:0768(82)1115

珠洲を存分に味わう食の一大イベントです。会場の

春日通りには食のテント村が登場。郷土料理から大

鍋、地酒まで珠洲の自慢の「まいもん」がずらりと並

びます。

穴水町観光物産協会 TEL:0768(52)3790

総延長400mのジャンボ炭火コーナーで、冬の味覚

「能登かき」をその場で焼いてご賞味ください。能登

の山海の幸をそろえた「まいもん市」も見どころです。

織姫グルメまつり織姫グルメまつり

鹿北賑わい創出交流実行委員会 TEL:0767（66）0001

輪島あえの風冬まつり実行委員会 TEL:0768(22)7777

小粒ながら肉厚で、風味の良さで知られる「能登かき」。早

朝に水揚げされた新鮮なかきを、全長100m超の炉端コ

ーナーで堪能。かき飯、かきフライ、地元特産品等もお得。

にぎわい大市にぎわい大市
漁獲量5年連続日本一の「輪島ふぐ」が主役。フグ

コーナーでは「フグ-１グランプリ」が開催されるほ

か、能登の食材を堪能できる炭火焼きコーナーも

設置されます。

珠洲市

道の駅のと千里浜羽咋市能登町役場新庁舎横駐車場能登町

あすなろ広場穴水町能登島マリンパーク海族公園七尾市

飯田町春日通り、飯田わくわく広場珠洲市輪島市マリンタウン輪島市

道の駅織姫の里なかのと中能登町能登演劇堂前広場七尾市

あんこう料理

能登かき宝達志水オムライス

うまいもん
イベント

うまいもんメニュー

2／15（土）・16（日）
9：00～15：00

2／23（日･祝）
10：00～15：00

3／8（日）
11：00～

なくなり次第終了

Noto Photo キャンペーン

かき、寒ぶり、ふぐなど、旬の｢うまいもん｣が満載の冬の能登へぜひお出かけください！

能登ふるさと博マスコットキャラクター

「のとドン」

能登

LINEお友達登録して写真を投稿すると

抽選で『のとドングッズ』が当たる！

能登ふるさと博イベント「能登お宝めぐり」情報配信中!!

至高の逸品、特別公開

能登にある神社仏閣、展示館に秘

蔵されている「お宝」をめぐる特別企

画です。貴重な品々から能登の歴史

を感じてください。

インスタグラムで ｢愛車で周ろうNoto Photo キャンペーン｣

（@noto_photo）をフォローして、「＃愛車と能登」と「＃noto_photo」の

ハッシュタグをつけて愛車との思い出を投稿するだけ！

愛車
で周ろう

令和2年
2月29日（土）まで

キャンペーン期間

NotoPhoto

キャンペーン

のと フォト

車で！

バイクで！

自転車で！

抽選で豪華賞品

プレゼント！

能登で撮った

愛車との思い出を投稿しよう！

能登パワースポットめぐりスタンプラリー
参 加 方 法

總持寺祖院機具岩 ※画像は全て

　イメージです。

令和2年 3月まで（予定）

3月31日（火）まで

スポットを周ってスタンプ

を集めよう！

（スタンプ取得にはスマート

フォンのGPS機能を使います）

二次元バーコード

を読み取って専用

サイトで参加登録！

登録したトップページから

　ここから近い地点を探す

ボタンをタップするとGPS

機 能 で 近くのスポットの

ページを表示

スポットページの

  スタンプを取得する

ボタンをタップして

スタンプ獲得！

スタンプをためて

抽選応募フォーム

から景品を応募！

と　き　令和2年3月1日（日）
　　　 9:00～  甲種第1・2・3・5類、
　　　　　　   乙種第1・2・3・5・6類
　　　 13:30～甲種特類・第4類、乙種第4・7類
ところ　県地場産業振興センター（金沢市鞍月２－１）
申込期間　令和2年1月9日（木）～17日（金）
※インターネット（電子申請）は、R2/1/6（月）～14（火）まで
申込先 （一財）消防試験研究センター　TEL:076（264）4884

消防保安課　　　　　　TEL:076（225）1481

と　き　令和2年1月11日（土）13:30～16:00
ところ　県地場産業振興センター 本館大ホール（金沢市鞍月2-1）
講  演   「国民保護のしくみと万が一の事態への備えについて」
　　　   浅野 正尚 氏（総務省消防庁国民保護運用室長）
講 演  「最近の大規模災害に学ぶ
　　　 ～台風第15号や第19号から見えた課題～」
 　　　 山村 武彦 氏（防災システム研究所 所長）
※申し込み方法など詳しくは下記へ【R2/1/8（水）締切】
危機対策課　　　　 　TEL:076（225）1488

仕事と育児の両立に関するさまざまなアドバイスや
参加者同士の意見交換を行います。
と　き　令和2年2月19日、26日、3月4日、11日（水）
ところ　県女性センター5階 研修室1
　　　 （金沢市三社町1-44）
対  象　育休中で復職予定の方など
※詳しくは下記へ【R2/1/31（金）締切】
少子化対策監室　　　 TEL:076（225）1494

と　き　令和2年1月18日（土）13:30～16:00
ところ　県女性センター（金沢市三社町1-44）
講  演　「自分らしく、しなやかに成長し続けるために」
講 師　三輪 英子 氏
　　　 （株式会社キャリアクリエイション代表取締役）
定  員　80人
申込締切　令和2年1月8日（水）
※研修受講生による取組発表もあります

（公財）いしかわ女性基金　TEL:076（234）1112

詳しくは

弥生時代に広まった金属文化を学び、出土品をモデル
に小型の銅剣を作ります。作品は当日持ち帰りできます。
と　き　令和2年1月26日（日） ①9:30～、②13:30～
ところ　県埋蔵文化財センター（金沢市中戸町18－1）
対 象　小学校3年生以上（小学校3、4年生は保護者同伴）
※申し込みはR2/1/8（水）から下記へ【定員各15人（先着順）】
県埋蔵文化財センター   　TEL:076（229）4477

石川県主要農作物種子条例（案）について、県民の皆
さまからのご意見を募集しています。
募集期間　令和2年１月23日（木）まで
応募方法　郵送（当日消印有効）、FAX、電子メール
※資料は、行政情報サービスセンター、小松県税事務
　所、中能登・奥能登総合事務所、下記担当課窓口・
　ホームページからご覧いただけます。
議会事務局企画調査課 TEL:076（225）1036
　　　　　　　　　　  FAX：076(225)1037
Eメール：gikai＠pref.ishikawa.lg.jp

石川県危機管理フォーラム（無料）

条例（案）への意見募集

古代体験ミニ講座「剣づくり」（無料）

第３回消防設備士試験

講演会・取組発表会（無料）
「企業に活かせ女性力」

再就職支援セミナー（無料、託児あり）
育休からの職場復帰・

政治家の寄附禁止について
　政治家の寄附は禁止されていますが、有権者が求め

ることも禁止され、違反すると公民権停止となります。

　ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

県選挙管理委員会 　TEL:076（225）1282

お歳暮

お年賀

結婚祝

香　典

町内会行
事等への
寸志・差入

秘書等が
代理出席
の場合の

いしかわ女性基金 検 索検 索

№2102　　令和元年12月25日　毎週水曜日掲載

【ウイークリーいしかわ】
 毎週日曜　PM5:25～5:30

【石川ほっとニュース】
　毎週土曜　PM5:55～6:00

【県からのお知らせ】
　毎週火・金曜
　PM2:30ごろ（3分間）

【素敵にモーニング】
　毎週日曜　AM9:55～10:00

【ほっと石川】
令和2年1月11日㈯ PM5:15～5:30

「能登ふるさと博～この冬食べたい絶品グルメ～」

【ぶんぶんセブン】
12月29日㈰　AM7:00～7:30

「伝統工芸の担い手育成」

毎週金曜、お得で役に
立つ情報を配信！！
登録はこちらから

https://
ishikawa-
mmag.com
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「ほっと石川」

Twitter Instagram

近日放送


