
新規会員を募集しています。庭の草むしり、公園や空き地の草刈り、
樹木の剪定、丸いものつるまき、家事手伝いなど空いた時間で仕
事をしていただける人を募集しています。入会ご希望の人はぜひ
センターにお越しください。
入会条件 市内に在住し、健康で働く意欲のある 60 歳以上の人、
年間会費は 1,500 円
申 問能美市シルバー人材センター（寺井町る68番地1）（☎58‐4060   、 FAX 58‐4061）

九谷焼技術保存会が主催する九谷焼の
みの公募展。保存会会長の吉田美統氏
をはじめ会員 12 名の近作や入選・入
賞を果たした若手・中堅層の九谷焼の
意欲作等総計約 69 点を鑑賞できます。
期～６月 16 日㈰ 所九谷焼資料館（紫
の間・緑の間）費入館料　一般 430 円・
高校生以下無料（浅蔵五十吉美術館と
共通）
問九谷焼資料館（☎58‐6100）

防衛省自衛隊では大学卒業生を対象と
した幹部自衛官を募集します。
受付期間 3 月 1 日 ㈮ ～ 5 月 1 日 ㈬
応募資格 22 歳以上 26 歳未満の者、大
学院卒は 28 歳未満の者 試験期日 1 次　
5月 11 日㈯筆記試験、12 日㈰飛行要
員のみ、2 次　6月 11 日㈫～ 14 日㈮
のうち指定する 1 日 合格発表 陸上自衛
隊7月26日㈮、海上自衛隊8月2日㈮、
航空自衛隊 8月 30 日㈮
問自衛隊小松地域事務所　小松商工会
議所会館 1 階（☎ 24‐5180 、http://
www.mod.go.jp/pco/ishikawa

「文芸能美」は、市民の文芸作品をつ
づった文芸誌です。
作品の種類と数量（応募は１部門１作
品、２部門まで）
創作・戯曲・童話（原稿用紙 20 枚以
内）、随筆・紀行・評論・民話（原稿
用紙 12 枚以内）、詩（40 行以内）、川柳・
短歌・俳句（自選５句（首）※題を
つけてください）
応募資格 市在住・在勤・出身者 締８月
31 日㈯
応募方法と注意点
▼根上総合文化会館・寺井地区公民館・
辰口図書館にある原稿用紙で提出する
か、１行 25 字× 20 行で作成しメール
で送信してください。
▼種類と題名を明記してください。
▼ペンネームでの応募は住所と本名を
記載し、市外在住者は出身町名を明記
してください。
▼作品は返却しません。
▼字句を訂正することがあります。
▼作品の掲載は編集委員会で審査し決
定します。
提出先 〒９２９‐０１１３　能美市
大成町ヌ１１８番地　生涯学習課宛て
Ｅメールは shogaku@city. nomi.lg.jp
申 問生涯学習課（☎58‐2272）

試合の前日はどんなものを食べたらい
い？スポーツを頑張る子どもたちにス
ポーツ栄養でサポートしませんか。
期４月17日㈬ 19時～ 20時 所  根上学
習センター 費  1,000 円 締４月14日㈰ 
申 問 sports kitchen 野田 ( ☎ 080‐9589‐
7460、 sportskitchen.n@gmail.com）

星空観察会☆おおぐま座としし座
期４月６日㈯ 19 時 30 分 所  根上学習
センター 屋上  ※天候不良の場合はプ
ラネタリウムで行います。
星空教室☆春の星座一挙紹介
期４月７日㈰ 10 時 20 分 所  根上学習
センタープラネタリウム
問根上学習センター（☎ 55‐8560、 FAX

55‐8573）（予約不要）

小松北高校では、パソコンと陶芸の聴
講生を募集しています。
期パソコン：４月23日～ 2020年２月
18日の火曜日15時 05分～ 16時 35分
（全30回）、陶芸：４月24日～2020年
２月 12日の水曜日15時 05分～ 16時
35分（全30回） 所  小松北高校（小松市
島田町イ85番地１） 定  パソコン８人
（未経験者優先）、陶芸 10 人 費  パソコ
ン１万 2,000 円、陶芸１万 5,000 円
申４月３日～12日の間に、小松北高校
事務室で参加費を添えて申し込んでく
ださい。※電話・ＦＡＸ不可
 問小松北高校 (☎ 0761‐21‐5321)

のみ♥子育てネットワーク主催で、ベビー用品、子ども服、おもちゃなどを対象と
したフリーマーケットを開催します。詳しくは、児童館などに掲示してあるポスター
をご覧ください。
期４月 14 日㈰ 13 時～ 15 時 所根上総合文化会館円形ホール（キッズスペースあり） 
出店受付 ４月３日㈬・４日㈭・５日㈮10時～ 15時まで 出店数 25 店舗（先着順）託児
なし 出店料 無料
申 問能美市子育て支援センター（☎ 58‐8200）

県立小松北高校聴講生募集

春夏物
子育て応援 フリーマーケット

シルバーの会員になって
お仕事をしてみませんか

九谷焼資料館
第 42回伝統九谷焼工芸展

2019 年度自衛官募集案内
（一般幹部候補生） 「文芸能美」第 15号作品募集

スポーツ栄養セミナー
～ＴＨＥ試合の日の食事～

星の会
星空教室・星空観察会

このコーナーでは、催しや募集情報など、
市に関わるさまざまな情報を掲載しています。

「都市鉱山からつくる！みんなのメダ
ルプロジェクト」は、東京オリンピッ
ク・パラリンピックのメダル製作に必
要な金属量を確保できる見通しとなっ
たことから、プロジェクトとしての携
帯電話やスマートフォンの回収は 3月
31 日㈰をもって終了しました。
 問生活環境課（☎ 58‐2217）

聴覚障害者の生活について理解を深
め、日常生活に必要な手話を学びます。
期５月８日～ 10 月 23 日の毎週水曜日
10 時～ 11 時 30 分（全 24 回）
所寺井地区公民館 対 18 歳以上の入門
講座未経験の人（市在住または市内に
通勤・通学している人や市近郊在住の
人）費 3,240 円（ＤＶＤ付テキスト代）
定 20 人
申氏名、住所、電話番号をご連絡くだ
さい。申込締切 ４月 19 日㈮
 問福祉課（☎ 58‐2230、 FAX 58‐2294）

4 月中旬から 5 月中旬まで、輪島市、
珠洲市、穴水町、能登町の 74 箇所と
志賀町土田の郷で、のとキリシマツツ
ジがある個人の庭などが公開されます。
お庭の場所や開花情報（毎週 2回更新）
は、「うぇるかむ奥能登」ホームページ
または、道の駅などで配布しているパ
ンフレットでご確認ください。
 問石川県奥能登総合事務所企画振興課
（☎ 0768‐26‐2303）

健康増進法の一部を改正する法律によ
り、行政機関は、原則、屋内禁煙およ
び敷地内禁煙となります。警察施設（警
察本部、警察署、分庁舎、交番、駐在
所など）は、４月１日から屋内禁煙お
よび敷地内禁煙となりますので、ご理
解とご協力をお願いします。
問能美警察署（☎ 57‐0110）

勤務場所　手取川流域環境衛生事業組合　手取衛生センター（川北町朝日レ47番地）

問５月20日㈪までに市販の履歴書に必要事項を記入の上、手取川流域環境衛生事業組
合へ提出してください。面接の日程は後日連絡します。
問手取川流域環境衛生事業組合 ( ☎ 58‐6800）受付：平日の９時～ 16 時

昭和35年4月1日以前に生まれた人（60
歳以上）を対象に開催されます。
期 ５月 11 日㈯、12 日㈰、15 日㈬、
16 日㈭、17 日㈮、18 日㈯、19 日㈰、
26 日㈰※種目で開催日が異なります。
美術展は 5月 17 日㈮～ 19日㈰所いし
かわ総合スポーツセンター、石川県北
部公園ほか 種目 ソフトボール、ペタン
ク、マラソン、太極拳、水泳、ボウリ
ング、還暦野球、俳句、健康マージャン、
美術展 など 申込締切 ４月 19 日㈮
問介護長寿課 (☎ 58‐2233) ※種目や申
し込み方法など、詳しくは介護長寿課
にお問い合わせください。

４月の替わり湯は『ラベンダー湯』を
予定しています。ぜひご家族やご友人
とお楽しみください。
期４月９日㈫ 所里山の湯（露天風呂） 
費 大人 510 円、小人 100 円、３歳未
満無料 
問温泉交流館 里山の湯（☎ 51‐2183）

自然とともに暮らす知恵を
学びながら、里山を冒険す
る野外体験プログラムで
す。山や川の生き物観察や
かんじきハイクなどを行い
ます。
※詳細はお問合わせください。
期年４回実施　９時～ 16 時
定 20人 /回 費 2,500 円／回
申 問能美の里山ファン倶楽部（☎ FAX
51‐2308、 info@nominosatoyama.
com）

里山の湯
月替わり湯のお知らせ

小学生対象
里山自然学校　参加者募集

ゆーりんピック 2019
出場者募集

みんなのメダルプロジェクト
回収受付終了のお知らせ手話入門講座

「のとキリシマツツジオープン
ガーデン 2019」

４月から警察施設（屋内・敷地内）
が禁煙になります

手取川流域環境衛生事業組合
非常勤職員募集（雇用期間 2019 年６月１日～ 2020 年３月 31 日）

能美市美術作家協会による作品を展示
しています。

問 能美市ふるさと交流研修センター
「さらい」( ☎ 57‐1212）

４月のさらいギャラリー

陶芸 書

松村 昌子 海田 浩鶴
松ヶ浦 珠恵

募集
職種

採用予定
人数 勤務時間 休日 受験資格・その他

業務員
（月給） １人

平日（週５日）
８時 30 分～ 17 時
15 分（週 35 時間）

土、日曜日、国民
の祝日、年末年始

能美市またはその周辺
に居住する通勤可能な
方

期 =日時、開催日、期間　 所 =場所　対 =対象　定 =定員　費 =費用、料金 　持 =持ちもの　内 =内容
締 =申し込み締め切り　申  = 申し込み　問 =問い合わせ　☎=電話番号　 FAX = ファクス番号　 =Ｅメールアドレス 
講座・催しなどで特に記載のないものは、どなたでも参加（申し込み）可能、料金は無料です。
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