
一刻を争う災害等での救護をはじめと
する日本赤十字社の様々な活動は、皆
さまからお寄せいただくご寄付に支え
られています。今年も、赤十字の活動
に対する皆さまのあたたかい善意をお
待ちしています。
年額 500 円以上（2,000 円以上納入者
は会員、500 円～ 2,000 円未満納入者
は協力会員となります）
納付窓口 寺井窓口センター、根上窓口
センター、福祉課（本庁舎１階）
問福祉課（☎58‐2230）

たくましい豊かな心とからだを育む冒
険企画です。白山の美しい自然を全身
で感じながら、子どもも大人も新しい
自分を見つけてみませんか！
期７月 13日㈯～ 14日㈰ 所石川県白山
ろく少年自然の家 対小学生以上の親子 
定 30 組 90 人程度 費 大人　4,000 円、
子ども　3,000 円※詳細はチラシ・ポ
スターでご確認ください。 募集期間 ５月
15日㈬～６月５日㈬
申 生涯学習課（shogaku@city.nomi.lg.
jp）問生涯学習課（☎ 58‐2272）

手取川に関する地域の声を聞かせてく
ださい。
活動内容 ①手取川に対する意見や、自
身の河川愛護に関する活動報告（毎月）
②金沢河川国道事務所が実施する河川
事業やイベントなどに対する感想・意
見の報告（随時）③手取川に関する情
報提供（随時）応募資格 20 歳以上
任期 ７月１日～ 2020 年６月 30 日
募集人数 ２人 報酬 薄謝進呈 締５月31日㈮
申 問金沢河川国道事務所　河川管理課
（☎ 076‐264‐9916）

手取川河川愛護モニター日本赤十字社　活動資金にご協力を
５月は「赤十字運動月間」です

『ぼくもわたしも
　　トムソーヤ 2019』

今年も、加賀地区の赤十字奉仕団によ
るチャリティーバザーが開催されま
す。収益は日本赤十字社を通じて東日
本大震災など災害被災地への支援に使
われます。ご協力をお願いします。
期５月 19 日㈰９時 30 分～ 14 時 ( な
くなり次第終了 ) 所ショッピングセン
ターコア ( 白山市井口町ろ 53‐1)
協力品 台所用品、食器、タオル、洗剤、
石鹸、日用品など 受付期限 ５月 18 日㈯
申 問能美市赤十字奉仕団　
根上地区は西出さん（☎ 55‐4232）
寺井地区は田中さん（☎ 58‐5037）
辰口地区は寺門さん（☎ 51‐4213）

地元の企業が一堂に集まる合同就職交流会です。来春、就職を考えている学生や若
年者にとっては、興味のある企業の方と面接する貴重な機会となります。
期６月８日㈯９時～ 16 時 所サイエンスヒルズこまつ（小松市こまつの杜２番地）
対 2020 年 3 月に大学院・大学・短大・高等専門学校・専修学校等卒業予定者、既卒
者および 35 歳未満の若年者
参加申込 市のホームページに掲載
申 問小松市役所商工労働課（☎ 24‐8074 、 FAX 23‐6404）、
市商工課（☎ 58-2254）

能美市民環境ネットワークが開催する
環境フェスタでのフリーマーケットの
出店者を募集します。子ども用品、食器、
雑貨など対象は自由です。ご家庭で使
わなくなった品物を楽しくリユースし
ませんか。
期 6 月 30 日㈰ 10時～ 15時 所根上総
合文化会館円形ホール  出店受付 ５月 15
日㈬～６月７日㈮９時～17時まで、募
集数 15店舗（先着順）、 出店料 出店は
無料ですが、環境協力金 1,000 円をお
願いします。
申 問生活環境課（☎ 58‐2217）

さわやかな風の中、弓をひいてみませ
んか。呼吸や姿勢を重視する運動です
ので、健康維持・増進に良いスポーツ
です。ぜひ一度体験してみませんか。
期５月 20日㈪～６月 21日㈮ 19時 30
分～ 21 時、毎週 月・水・金（15 回）
所根上弓道場 対一般（高校生含む）年
齢・性別問いません。 定 12 人（定員
になり次第締め切り） 費 2,000 円（保
険料含む） 持白ソックスか足袋、胸ポ
ケットおよびボタンのないシャツ
申 問能美市弓道協会 山本真理子
（☎ 090‐2838‐1539) 能美市弓道協会 
沖田尚 ( ☎ 090‐4684‐9839）

弓道教室開催！子どもと未来の能美環境フェスタ 2019
フリーマーケット出店者募集

赤十字奉仕団チャリティバザー
への協力品募集

こまつ・のみ・かが合同就職交流会

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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募集

「のみ」市で「おにごっこ」を行います。子どもたちにも人気のバラエティ番組「逃走中」
をアレンジした内容で行います。
●ハンター（鬼）は仮装した商工会青年部員らが行う。
●プレイヤー（子どもたち）は制限時間のあいだ、捕まらないように逃げる。
●ゲーム中には放送によってミッション (指令 )を伝え、子どもたちが協力して達成で
きるイベントなどを実施。
期５月25日㈯　雨天時26日㈰
低学年の部　９時（受付開始）～12時 15分頃
高学年の部　12時 45分（受付開始）～16時 30分頃
所物見山運動公園内特設会場 参加人数 小学生400人程度
参加費 １人 100 円（参加賞あり、傷害保険料込）
応募締切 ５月10日㈮
申 問能美市商工会青年部 担当　清水（☎ 58‐4230）、（ 2019nomigo@gmail.com）

「加賀おしずし研究会」メンバーを講
師に招き、郷土食・押し寿しのつくり
方を習います。押し寿しの歴史や地域
ごとの違いなども学べます。
期５月 19 日㈰ 10 時～ 12 時 所市民協
働まちづくりセンター「のみにこ」費

2,000 円 締５月13日㈪  定５組
申 問親子で楽しむおはなし会たんぽぽ  
義本さん（☎090‐4686‐5974）

「星の会」の方々の楽しい解説ととも
に、季節の星空を楽しみませんか。
星空教室☆春は遠くの銀河が見える
期５月５日㈰ 10 時 20 分 所  根上学習
センター プラネタリウム
星空観察会☆月のクレーター 春の大
曲線
期５月 11 日㈯ 19 時 30 分 所  長野保育
園駐車場 天候不良の場合は中止。
問根上学習センター
（☎ 55‐8560、
FAX 55‐8573）
予約は不要です。

競技方式で成績発表（表彰）を行います。各組に経験者が帯同します。（初心者歓迎）
※道具は用意します。はきものは運動のできるものをご用意ください。雨天決行です。
期５月24日㈮９時～14時（集合：８時30分） 所木場潟公園パークゴルフ場
対女性（年齢は問わず） 費 500円（お弁当は用意してあります。）
定 30人 締５月10日㈮
申 問南加賀女性スポーツの会
（☎ 090‐7744‐0575 永田、☎ 090‐4688‐1124 喜多、 FAX 22‐3320 永田）

南加賀女性スポーツの会　パークゴルフ講習会

自然の中で思いっきり遊ぶ楽しさ実感！
『のみごっこ 2019』を開催します　

押し寿しづくり教室星の会
星空教室・星空観察会

「競技上高身長が有利」「骨折しやすく
てなかなか伸びない」意識的に背を伸
ばすには、成長期の今が勝負。背を伸ば
す強い骨づくりを学ぶ料理講座です。
期５月29日㈬10時 30分～13時 30分 
所  岩内コミュニティセンター調理室
費  5,000 円 締５月22日㈬ 
申 問 sports kitchen 野田 ( ☎ 080‐9589‐
7460、 sportskitchen.n@gmail.com）

第3回 nomi自然農法塾を開催します。
内容は病害虫対策・連作について（自
然農薬作り）です。
期５月 18 日㈯
13 時 30 分～ 16 時 30 分
所こくぞう里山公園交流館 
（能美市和気町い21-1）
費 2,000 円 
講一般社団法人MOA自然農法文化事
業団 細川 洋幹氏
申 問  はぐはぐ河並
（☎ 090‐2837‐5296、
tsunagaruhug89

@gmail.com）

スポーツ栄養 Cooking
～もっと背を伸ばしたい～

無農薬、無肥料で美味しい野菜作り
を生活に取り入れてみませんか

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）

５月のさらいギャラリー

彫刻 絵画

中川 洋 福岡 智子
塩田 志津子

催し

催し

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。

校等卒業予定者、既卒

ー

フ場

永田）

看護師による「皮膚トラブルについて」
の講義や、ストマを使用する患者さん
が生活のしづらさや工夫していること
などについて情報交換をします。どの
病院にかかっていても参加できます。
期６月４日㈫ 14 時～ 16 時 所小松市
民病院南館４階第２研修室
対ストマ（人工肛門）を使用している
患者さんとそのご家族 持ご使用のスト
マパウチ
問小松市民病院つながるサポートセン
ター（☎ 22‐7111、 FAX 22‐7199）
前日までに電話でお申込みください。

すまーとの会
（ストマを使用する患者の会）

2021



  

就職するにあたり、まずは自己分析をしてみませんか。ＳＰトランプⓇ※を使い、
自分の特性を分析しましょう。自分の特性を知り、やりたいことを見つけましょう！

講師　水由時枝 氏（キャリアコンサルタント）
問い合わせ  　地域振興課（☎ 58-2212、 FAX 58‐2291）
※ＳＰ（サブパーソナリティトランプ）とは
人間の持つさまざまな面をとりあげて描かれた 52 枚のカードを用い、自己の特徴、
強み、弱み、成長課題などを知ることができるツールです。

　能美市内を走るコミュニティバス「のみバス」の新車両３台が完成し、
完成した新車両のお披露目式と見学会を行います。「のみバス」の新しい車
両は、市内の小学生が選んだ「私たちが 10 年後も自慢したい能美市の風
景やスポット」の絵が施されるなど、愛着と親しみの持てる車両に仕上が
りました。また、当日お披露目式または見学会にお越しいただいた方には、
先着 500 名に「のみバス」新車両にちなんだ記念品をプレゼントいたします。
ぜひ、ご家族やご友人をお誘いの上お越しください。
問い合わせ  　地域振興課（☎ 58-2212、 FAX 58‐2291）

時 /時間　場 /場所　問 /問い合わせ

５
月

６
月

３日（金・祝）

とだしの・いわもと竹の子まつり
時／９時～ 13 時　場／灯台笹町公民館前
問／灯岩そうせい会 竹の子まつり実行委員会
（☎ 076‐273‐3517）

５日（日・祝）
辰口中央児童館オープン
時／９時 30 分～（10 時からオープニングイベント）
詳しくは 11 ページをご覧ください。　

15日 （水）
ふれあいあいさつデー
朝の登校時間に子どもたちへ声掛けをお願いします。　問／生涯学習課（☎58‐2272、FAX 55‐8555）

19日 （日）
第 15回能美市民スポーツフェスティバル in ねあがり
時／９時 30 分～ 15 時 30 分　場／浜小学校グラウンド（雨天の場合は中止）
問／根上地区公民館（☎ 57‐0030、FAX 57-3709）　

25日 （土）

能美市防災センターイベント「国難に備える～情報の活用とわたしたちにできること～」
時／９時 30 分～ 12 時（開場９時）　場／防災センター５階研修室
事前申込が必要です。詳しくは「広報のみ」５月号と一緒にお配りしたチラシをご覧ください。
問／危機管理課（☎ 58‐2201、FAX 58‐2290）

30日 （木）
議会定例会本会議（初日）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240、FAX 58‐2295）

１日 （土）
全国一斉「人権擁護委員の日」の特設相談所開設
時／ 13 時 30 分～ 15 時 30 分　場／根上総合文化会館、寺井地区公民館、辰口福祉会館
問／市民窓口課（☎ 58‐2213、 FAX 58‐2293）

５月 1日（水・祝）～５日（日・祝）
のみバス
無料運行利用キャンペーン
期間中、のみバスの全ての路
線が無料になります。
問／地域振興課
（☎ 58-2212、 FAX 58‐2291）

有
料
広
告

市内小中学生の保護者を対象に、子ど
もの教育・発達など子育て全般の悩み
や不安に専門スタッフ (スク―ルカウ
ンセラー、臨床心理士 )が相談に応じ
ます。相談は無料です。５月７日㈫ま
でに要予約（先着順）
期５月 11日㈯９時～ 12時所市教育セ
ンター（秋常町・旧すみれ保育園）
申 問市教育センター (☎ 58‐7867)

「今日の星空解説」約 15 分
「Wonders of the Universe」約 22 分
投映時間 平日（１回）15 時 30 分
土・日・祝日（２回）11 時、14 時 30
分 所  根上学習センタープラネタリウ
ム 費  小学生以上 100 円　未就学のお
子様は保護者同伴でお願いします。
問根上学習センター（☎ 55‐8560、 FAX

55‐8573）（予約不要）

５月の替わり湯は『ローズマリー湯』
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５月７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）

相続手続の簡素化を目的とした制度を
ご存知でしょうか。本制度は、戸籍な
どの書類を添付した申出に対して、法
務局の登記官が法定相続人が誰である
かを確認し、証明書を無料で交付する
ものです。相続登記のほか、金融機関
の預貯金の払戻し、相続税の申告など、
相続手続全般で利用することができま
す。
問 金沢地方法務局小松支局登記部門
（☎ 22‐6301）

里山の湯
月替わり湯のお知らせ

相続手続を簡素化
法定相続情報証明制度

子育ての悩み・不安
専門教育相談（要予約） ５月のプラネタリウム定時投映

お知らせ

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。

石川県こころの健康センターでは、自ら命を絶たれた方の遺族の方々が、寄り添い、
大切な思い出を語り合い、悲しみや苦しみを互いに共感することにより、こころが安
らぐ時を過ごしていただく場として、次の通り交流会を開催しています。
期５月 11 日㈯、７月６日㈯、９月７日㈯、11 月２日㈯、１月４日㈯、３月７日㈯
時間はいずれも 14 時～ 16 時です。
※プライバシーには十分配慮しています。
※会場は金沢市内です。（お電話いただければお知らせします）
申 問石川県こころの健康センター相談課
〒920‐8201　金沢市鞍月東２－６
（☎ 076‐238‐5750、FAX 076‐238‐5762）

自死遺族交流会（Ｊ交流会）のご案内

※５月４日・５日のみ、この「広報のみ」５月号
をお持ちいただいた方は、貯水池駐車場（右図参
考）を無料でご利用いただけます。
問い合わせ　九谷茶碗まつり運営委員会（☎ 58‐6656）

▶ ▶ 期間中、九谷焼資料館・九谷焼美術館の入館料は無料です。ぜひお立ち寄りください。
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