
「できる」　「できる」　 「できない 」　「できない 」　

　湾曲させた右手の指先を、左胸にあててから右胸にあてる 　頬を軽くつねる

2020 年の開館をめざして、和田山史跡公園の横で新しい博物館の建設を進めています。
みんなで一緒に新しい博物館をつくってみませんか？

日 時…６月 21 日（金）19 時 30 分～
集合場所…ふるさと交流研修センターさらい
対　　象 …小学生以上の親子　※必ず保護者同伴
講 師…石川県ふれあい昆虫館　元館長　富沢章氏
持 ち 物…タオル、飲み物
服 装…動きやすい服装（雨天の場合はカッパなど）

今月の手話 問い合わせ　福祉課（☎ 58‐2230、FAX 58‐2294）

新しい博物館が建てられる和田山周辺は、ホタルが生息できるとても自然豊かな場所です。
講座では、講師の先生から「ホタルについて」お話をうかがった後、さらい横の川でホタルの観察を行います。

　秋常山古墳まつりで行うファッションショーに向けて、古墳時代のファッシ
ョンについて勉強会を行いました。衣服の形や色、アクセサリーについてお勉
強。参加者の皆さまから質問もいただき、和気あいあいとした会となりました。
　お勉強の後は勾玉づくり！滑石という石を勾玉の形に削っていきます。皆さ
んの表情も真剣！思い思いの可愛らしい勾玉をお持ち帰りいただきました。

みんなでつくる博物館プロジェクト、のみ古墳女子に興味のある方は博物館事務局まで。ご連絡お待ちしています。
問い合わせ　博物館事務局（☎ 52-8050）　日曜・月曜休館
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　灯台笹町と岩本町の住人で作られる「灯岩そうせい
会」の「第６回竹の子まつり」が灯台笹公民館前で開
かれました。
　今年はタケノコの収穫数が少なめの裏年でしたが、
販売開始前から来場者の列ができ、開始直後には最初
に陳列したタケノコが売り切れとなりました。
　会場ではタケノコ入りのご飯や煮物などの販売、竹
を使ったクラフト体験などもあり、そちらも人気を集
めていました。

採れたてのタケノコを求め長蛇の列
大盛況！灯台笹・岩本町竹の子まつり３

５

タケノコを選ぶ来場者

　市公式キャラクター「ひぽ能ん」「ゆず美ん」の九
谷焼素地が完成し、九谷焼陶芸館で絵付け体験できる
ようになりました。
　素地は伝統文化に親しんでもらおうと県陶磁器商工
業協同組合が作ったもので、「ひぽ能ん」は高さ約 11
センチ、「ゆず美ん」は高さ約９センチです。絵付け
体験料は一体につき税込 1200 円で（絵の具代別途必
要）体験者には、何人目の制作者かが分かるナンバー
入りのしおりが贈られます。

「ひぽ能ん」「ゆず美ん」の
九谷焼フィギュア  絵付け体験開始25

４

各フィギュアと体験者に贈られる名刺サイズのしおり

市内で行われたイベントや活動を紹介！

　坪野町公民館前で坪野山菜まつりが開催され、山盛
りの山菜を買い求める来場者でにぎわいました。
　タラノメやウド、ワラビなど山菜の販売があったほ
か、いのしし汁や山菜の天ぷらなど、その場で食べら
れるものも販売され、公民館前に設置された飲食スペ
ースでは談笑しながら里山の恵みを味わう来場者の姿
が多く見られました。また会場には、ペットボトルで
できた風車の色塗りや、わなげ遊びを楽しめるコーナ
ーもあり、子どもたちも楽しんでいました。

里山の山菜づくし
坪野山菜まつり開催21

４

山菜を買い求める来場者でにぎわいました。

有料広告募集
　能美市ホームページのバナー広告と市コミュニティ
バス「のみバス」の額面広告を募集しています。
　詳しくは市ホームページをご覧いただくか市長戦略
室（☎ 58‐2204）へお問い合わせください。

　能美市民生委員・児
童委員協議会は、５月
８日「民生委員・児童
委員の日 活動強化週間
（５月 12 日～ 18 日）」
に合わせ、懸垂幕を市役
所に設置しました。
　民生委員・児童委員
は、安心して住み続け
ることのできる地域社
会づくりのために日々
活動しています。
　同協議会会長の山本
多津子さんは、活動に
ついて「地域の方々の
悩みごとや困りごとに
寄り添いながら対応し
ていきたい」と話しま
した。

懸垂幕を掲げてＰＲ
民生委員・児童委員活動強化週間８

５

民生委員児童委員の皆さん

あいさつする山本会長
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市内で行われたイベントや活動を紹介！

　４月 28 日、宮竹町の新田ゆきさんがめでたく 100
歳を迎えられ、井出市長からお祝い状と九谷焼の記念
品が手渡されました。
　新田さんはご主人が戦争により早世されたため、女
手一つで子育てをし、若い頃は町の織物工場で働いて
いたといいます。温泉が好きで、90 歳過ぎまでバス
で辰口福祉会館へ通っていたそうです。また、人と話
すことが好きな性格だとご家族が教えてくれました。

　５月 10 日、大浜町の中村清治さんがめでたく 100
歳を迎えられ、細川副市長からお祝い状と九谷焼の記
念品が手渡されました。
　お祝い状を受け取った中村さんは「言葉がでないほ
ど感激しています」と話し、戦争の経験などこれまで
の人生を振り返りました。長生きの秘訣を尋ねると「歩
くのが一番体に良い。どこでも歩いています」と教え
てくれました。相撲を見ることも好きだといいます。

■ 根上図書館
「こどもおはなしランド」
　日時　６月 15 日（土）14 時～
場所　根上図書館　おはなしのへや
　出演　ね、おはなしよんでの会

■ 寺井図書館
「らいちゃんミニコンサート」
日時　６月 18 日（火）12 時 30 分～ 13 時
出演　九谷の風
内容　オカリナ演奏
対象　どなたでも

「わくわくおはなしフェスティバル」
日時　６月 22 日（土）14 時～
出演　しんくんシアターほか
内容　パネルシアターなど上演

■ 辰口図書館
「６月のおはなし会」
日時　６月８日（土）14 時～
出演　家庭文庫おはなしのいえ
内容　人形劇・ペープサート

「古本市」
日時　６月 29 日（土）～７月 14 日（日）
保管期間の切れた資料（主に本）をお譲りします。
※１冊 20 円（１人１日５冊まで）小銭のご用意を
お願いします。

※詳しくは、ホームページ、各図書館
だよりをご覧ください。

■ 図書館ボランティア募集
市立図書館では、図書館の活動をサポートするボランティアを募集します。
募集対象　図書館に関心があり年間を通じて活動可能な方
活動内容等については、各館へお問い合わせください。　
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自由な発想と独自のルート
をもつ大商人・呂不韋は、
少年王・政と共に平和な世
を目指し動き出す。果たし
て 550 年間続いた春秋戦国
時代に終わりはくるのか？
中国歴史小説の重鎮が描
く、中華統一の物語。

動物ぎらいの勇希と獣医の父。
父に反発しながらも、動物病
院にやってくる動物たちとふ
れあう中で、勇希は次第に心
を開いていき…。小さな動物
たちを通じ、生きることの意
味と少年の成長をえがいた、
さわやかな物語。

りょ ふ い

いしかわ動物園に行こう！
　写真の人物は、いしかわ動物園でトキやライチョ

ウなどの希少鳥類を担当する野田英樹飼育員です。

でも、野田飼育員には、別の顔があります。そう、

動物園の飼育員としては、日本でただ一人の「カメ

博士」なのです。

　皆さんは、いしかわ動物園でカメのいる展示場が

いくつあるかご存じでしょうか。答えは８つ。「サル

たちの森」「郷土の水辺」「南米の森」「オーストラリ

アの平原」「ふれあいひろば」「水鳥たちの池」「カメ

たちの広場」、そしてなんと、「トキ里山館」にもい

るんですよ。

　野田飼育員の発案で、それぞれの展示場で、それ

ぞれの環境に適した混合展示が行われているのです。

　能美市にある野田飼育員の自宅では、これまた多

くのカメが暮らしています。カメ専用の部屋まであ

るという、正真正銘のカメ博士なんです。もし園内

　いしかわ動物園のカメ博士に会いに行こう
で野田飼育員を見かけたら、気軽にカメのことを尋

ねてみてください。どんな質問にも、おそらく瞬時

に答えてくれると思いますから。

みんなの図書館
おすすめの一般書 おすすめの児童書

Event

いしかわ動物園のカメ博士、野田飼育員

野田 英樹 ( のだ ひでき）プロフィール
　小学生の頃から熱帯魚や小鳥の繁殖に明け暮れ、大学では
淡水性カメ類の研究に没頭。2004 年からいしかわ動物園に勤
務し、トキやライチョウの繁殖を担当。2018 年に淡水性カメ
類の生態学研究で金沢大学より博士 ( 理学 ) 授与。

いつまでもお元気で

大正、昭和、平成そして令和へ
新田さん百歳おめでとうございます

令和を迎え能美市で初
中村さん百歳おめでとうございます

新田さんとご家族 中村さんとご家族

　小松人権擁護委員協議会能美部会と石川県人権擁護
委員連合会による「人権の花運動」贈呈式が福岡小学
校で行われました。サルビアやマリーゴールドなどの
花が贈られると、児童代表が「花とみんなを大切にす
る心を育てることで、学校に笑顔が広がるのが楽しみ
です」と謝辞を述べました。
　また、運動に合わせ行われた標語コンクールでは、
６年の髙輪俊介さんの作品「やさしさは  みんながも
ってる  宝物」が最優秀賞に選ばれました。

お互いを大切に
「人権の花運動」贈呈式15

５

石盛金沢地方法務局小松支局長から花を受け取る児童たち
贈呈式の後には人権教室も行われました。

　今年度で 12 年目に入るフォローアップスクールは、
講師に質問する形で学校の授業で分からなかったとこ
ろを理解していきながら、算数科を中心に自学自習で
学んでいく教室です。今年度は、土曜日の午前中のみ
各 5会場で年間 22 回（前期後期）の開催を予定して
います。現在 148 名の小学生が利用しています。5月
11 日には各会場で開校式が行われました。「あいさつ
を進んでする」「よく考えて自分のための自分の勉強
にとりくむ」など、『よりよい自分になるためのフォ
ローアップ 7ケ条』を全員で確認することから始まり、
一人ひとりが意欲的に学びを進めています。

「自ら学ぶ力」を大切に
ＮＯＭＩフォローアップスクール開校！11

５

途中参加も受け付けますので下記までお問い合わせください。
【問合せ先：教育委員会 58‐2271】
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