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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。

能美市美術作家協会による作品を展示
しています。（敬称略）

問 能美市ふるさと交流研修センター
「さらい」( ☎ 57‐1212）

さらいギャラリー

陶芸 書

武腰 一憲 田村 鶴蓉
吉田 梢鶴

有
料
広
告

９月は水道メーターの検針月です。15
～末日の間に検針員が検針に伺います
ので、検針期間中はメーターボックス
の上に物を置いたり、駐車したりしな
いようご協力をお願いします。
申 問上下水道課（☎ 58‐2260）

水道メーター検針のお知らせ

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。９月９日（月）までに予約をして
ください。先着順に受け付けます。
期９月 14 日㈯９時～ 12 時 所 能美市
教育センター問市教育センター ( ☎ 58
‐7867）

９月の替わり湯は『健美泉』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 ９月 10 日㈫ 所 里山の湯（露天風呂
で実施）内 甘草、陳皮、桂皮、蕃椒、
生姜、当帰など 10 種類の生薬をブレ
ンドした薬湯で保温・保湿・美肌効果
があります。 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）

里山の湯　
月替わり湯のお知らせ

お知らせ

子育ての悩み・不安
専門教育相談（要予約）

次のとおり訓練生を募集します。
訓練科名 溶接科、情報ビジネス科、生産
設備製造科 訓練期間 令和元年 10 月１日
～令和２年３月 13日 応募資格 健康で技
能習得意欲があり、就職意志がある人
で、公共職業安定所長の受講斡旋を受
けられる人 願書受付期間 ９月 10 日㈫ま
で 選考日 ９月 17 日㈫９時（受付８時
30 分） 選考方法 面接、書類選考および
適性検査 提出書類 各ハローワークにあ
ります。 提出先 各ハローワーク
問 石川県立小松産業技術専門校（☎
44‐1183、 FAX 44‐4267）

小松産業技術専門校
後期　訓練生募集

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。

能美市総合文化祭で展示する、絵や書・手芸などの作品を募集します。どなたでも
出品いただけますので、この機会にぜひご応募ください。
展示場所 根上総合文化会館　円形ホール
申込方法 申込用紙に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
用紙は、市民窓口課、各窓口センター、根上総合文化会館、寺井地区公民館、各図書館、
辰口地区の各コミュニティセンターにあります。市ホームページからもダウンロー
ドできます。
申込締切 10 月 18 日㈮
作品搬入 11 月７日㈭ 13 時～ 20 時
作品搬出 11 月 10 日㈰ 15 時～ 20 時
申 問 生涯学習課（☎ 58‐2272、 FAX 55‐8555）

障害をお持ちの方が、日頃から培った技能を競い合う「アビリンピック石川大会」を開
催します。参加費は無料です。応援や競技見学も大歓迎です。
期 10月６日㈰10時～14時 所石川職業能力開発促進センター（ポリテクセンター石川）
金沢市観音堂町へ１番地 競技種目 ①ワードプロセッサ（一般）②ワードプロセッサ（支
援学校部門）③データ入力（知的障害者のみ）④オフィスアシスタント⑤ビルクリーニ
ング⑥喫茶サービス　申込締切 ９月６日㈮
問（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　石川支部（☎076‐267‐6001）

「ふるさと能美市」の古墳時代へみんなでタイムスリップ！？クイズを解きながら、和
田山古墳群周辺を散策し、古代鍋をつくります。
期９月29日㈰９時～13時 所 和田山古墳群周辺(古墳時代の衣・食・住についてまなび，
体験します。）対小学生とその保護者（定員：15組 30～ 40名）持虫よけ、飲み物（水
筒）、カッパ（小雨決行）、軍手、まな板、包丁、お椀、箸（おかし禁止） 服  装 長袖、
長ズボン、帽子
申 生涯学習課までメールでお申込みください。メール : shogaku@city.nomi.lg.jp （申込
期間：8月 30日～ 9月 13日）
問児童・子育て専門部会（生涯学習課☎58‐2272）
※荒天などイベントが中止となる場合は、
事前にご連絡します。

市文化祭　一般展示作品募集

アビリンピック石川大会　参加者募集

あそびワールド in 能美「～古代へタイムスリップ！～」
催し

石川県では、各家庭における生活必需品の備蓄など防災対策を推進するため、令和元
年８月 31日㈯から９月８日㈰までの間、県内の協賛店舗において、「備えて安心！い
しかわ防災キャンペーン」を実施します。
協賛店舗では、期間中、備蓄品や防災グッズ等の特設販売コーナーが設置されます。
このキャンペーンを機会にご自身やご家族に必要な「災害への備え」を実践してみま
せんか。

問石川県危機管理監室危機対策課
（☎076‐225‐1488、 FAX 076‐225‐1484）

備えて安心！いしかわ防災キャンペーン
８月 31日（土）～９月８日（日）

遺言書等を含む相続全般、農地転用手
続き、契約書・合意書・内容証明の作成、
成年後見制度、永住許可・帰化申請な
ど様々な相談についてお答えします。
期 10 月５日㈯ 10 時～ 16 時 所アルプ
ラザ小松２階サービスセンター前
問 石川県行政書士会（☎ 076‐268‐
9555）

行政書士無料相談会の開催

募集

JAMSTEC の潜水調査船が深海で遭遇
した深海生物を紹介します。
期９月 28日㈯～ 10月９日㈬９時～17
時 所根上学習センター 
問 根上学習センター
（☎ 55‐8560、 FAX 55‐8573）

企画展
「潜水調査船がみた深海生物」

●九谷焼伝統工芸士会作品展
経済産業省所管の伝統工芸士で構成する団体が日本伝統工芸士会です。その団体に
所属する九谷焼作家の作品約 40 点を展示（緑の間）期 9月10日㈫～12月１日㈰
●浅蔵五十吉の世界展
九谷焼で文化勲章を受章した名工二代浅蔵五十吉の作品展。浅蔵五十吉美術館所蔵品
を中心に約30点を展示（紫の間）期９月10日㈫～10月27日㈰
◇常設企画展「紺青の間」「朱赤の間」「黄色の間」は併せてご覧になれます。
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）
●市美術作家協会・絵画展（ロビーギャラリー・観覧無料）市美術作家協会絵画部・
水墨画部所属作家の作品を展示。
前期展：～９月 18 日㈬、後期展：９月 26 日㈭～ 10 月 27 日㈰

九谷焼資料館
九谷焼伝統工芸士会作品展／コレクション展 現代九谷名工遺作展

展覧会準備のため９月３日㈫～５日㈭
まで浅蔵五十吉美術館を臨時休館いた
します。どうかご容赦、ご理解くださ
いますようお願いします。

９月６日㈮～ 10 月 14 日（月・祝）に開
催する能美・小松両市連携事業　名工 
選「ＮＥＸＴ九谷」展について詳しく
は５ページまたは資料館ホームページ
をご覧ください。

浅蔵五十吉美術館
◆臨時休館のおしらせ

詳しくは いしかわ防災キャンペーン 検索

市が設置している各世帯・事業所等の
水道メーターを２か月ごと（奇数月）
に年６回、ハンディーターミナル（携
帯用情報端末）で検針するお仕事です。
対 20 歳～ 70 歳までの健康な男女
・女性の方が多数活躍しています。
・お仕事内容など気になる点がありま
したら、ご連絡ください。
問能美市水道量水器検針業務受託者
能美市管工事協同組合 業務管理セン
ター（☎ 55‐1206）

水道検針員　募集

県と（公財）いしかわ結婚・子育て支援
財団では、親としての応援のあり方を知
り、子どもの結婚について気軽に相談で
きる場を設けます。要申し込み。
期 10月 26日㈯ 13時 30分～ 16時 30
分（受付 13 時から）内第 1部「親御
さんのための結婚応援セミナー」第 2
部「良縁カフェ（お悩み相談会）」　
所小松市民センターセミナールーム（小松
市大島町丙42番地 3） 締 10月７日㈪
申 問 （公財）いしかわ結婚・子育て支
援 財 団（ ☎ 076‐255‐1535、 FAX 076-
255-1544、 konkatsu@i-oyacomi.net（セ
ミナー開催日を必ず記入）

親御さんのための
結婚応援セミナー・良縁カフェ

お知らせ
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女性を対象にした就職交流会です。地
元にある企業が一同に集結し、気にな
る働き方をその場で質問できます。
地元の企業を身近に感じてみませんか。
期 ９月 11 日㈬ 14 時～ 16 時（13 時
30 分受付開始）所 根上総合文化会館
小ホール
●参加企業等詳細は「女性ジョブサ
ポート石川」ホームページの「セミ
ナー・イベント開催案内」ページをご
覧ください。
●インターネットでのお申込みは
www.frappu.co.jp/ishikawa-josei か ら
お申込みください。
主催：石川県、いしかわ就職・定住総
合サポートセンター
問 石川県商工労働部労働企画課（☎
076‐225‐1532）

和田山史跡公園から 1枚の地図を頼り
に問題を解きながら歩きます。
ゴールしたら能美市博士になっている
かも！
期 10 月５日㈯ 受付９時 30 分集合（小
雨決行）費  1,000 円（保険代込、当日
徴収）
集合場所 和田山史跡公園 消防署前
申込締切 ９月 20 日㈮１組２名以上５名
以内でお申し込みください。
申 問 能美市レクリエーション協会 中
嶋 ( ☎ 090‐3768‐4488)
メールまたは FAX で受付します。
（karada_genki_nakaji@yahoo.co.jp、 
FAX 0761-51-6564）

女性の就職・再就職を応援します
マッチング就職交流会

のみ探歩 ウオークラリー大会 2019
能美市の良いとこ再発見 !!

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。

有
料
広
告

有
料
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非行を犯した１人の青年を立ち直らせて
いく保護司の活動や周りのかかわりを描
いた作品です。ぜひご鑑賞ください。
期 10 月 18 日㈮ 10 時 30 分～ 所 寺井
地区公民館　大ホール　費 前売券　一
般・シニア・大学生　1,100 円　高校
生以下無料　チケット取り扱いは、下
記までお問い合わせください。担当の
保護司がお届けします。
問小松能美保護区保護司会　能美支部
（中川☎ 58‐5606、元山☎ 51‐4847）

“影のスペシャリスト” 劇団かかし座が
おくる、ふしぎなシャドウ・エンター
テイメント !!「驚き、親しみ、楽しむ！」
これが「Wonder Shadow Labo」です。
かかし座が培ってきた影絵の技術をさ
らに発展させ、遊び心をふんだんに盛
り込まれ、Part1 から Part3 の 3部構成
で創意工夫がいっぱいの作品です。
ご家族お揃いでご来場ください。
期 10 月 12 日㈯ 開場 13 時  開演 13 時
30 分 場所 所 根上総合文化会館 音楽
ホール「タント」
＊入場整理券が必要です。詳しくはお
近くの児童館にお問い合わせください。
申 問 各児童館（代表 寺井中央児童館　
☎58‐5425）

更生保護制度施行 70周年記念事業
映画「君の笑顔に会いたくて」上映会

【お楽しみ劇場】
シャドウ・エンターテイメント

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。

令和２年１月31日㈮まで郵便局風景印スタンプラリーを開催しています。
開催エリア野々市市・白山市・川北町・能美市・小松市・加賀市内75局の郵便局（簡
易郵便局は除く）
参加手順 開催エリア郵便局で参加したい旨をお申し出ください。①加賀の國めぐり郵便
局風景印スタンプラリーチラシ②ストックブック（風景印押印台紙入れ）③風景印押
印台紙がもらえますので、③に、郵便はがき料金以上の切手を貼り、その局の風景印
の押印を依頼してください。また、①に局名印を押印します。２局目以降は、①と②
を持参・提示し、③を請求して同様の手続きをします。
特典 10局毎に、ご当地特産品がもらえる抽選応募券があたります。
問加賀の國エリア内各郵便局窓口

いざ加賀の國へ風景印スタンプラリー

氏名、電話番号、希望のイベント番号を明記のうえ、メールまたはＦＡＸでお申し込み
ください。
申 問 能美市ふるさと振興公社　健康づくり推進室（☎52‐8032）
（  public-co@city.nomi.ishikawa.jp、FAX 52‐8012）

大切な試合前日の夕食から当日の朝に
スポットをあてます。
試合前に必要なごはん量を計算／ワー
クで学ぶ試合前の献立のコツ／エネル
ギー源に果糖を効果的に取り入れるに
は？調理実習、試食など
①期９月22日㈰14時～16時 30分 所
根上学習センター１F調理室 ②期９月
24日㈫10時30分～13時 所岩内コミュ
ニティセンター２Ｆ調理室
費各回 5,000 円（税込） 締９月21日㈯ 
申 問 sports kitchen 野田 (☎ 080‐9589‐
7460、 sportskitchen.n@gmail.com）

スポーツ栄養クッキング講座
テーマ「試合前」

九谷焼陶芸館では、秋の登り窯の体験
教室を行います。登り窯を熟知した会
員による指導のもと、作る所から登り
窯で焼く所まで、体験できます。初め
ての方もお気軽にご参加ください。
期（作陶）９月22日㈰ 10時～正午
費 3,500円 定 15名（要予約）
登窯焼成　11月
体験場所・問い合わせ・申し込み
九谷焼陶芸館（月曜日休館）
（☎58‐6300）

【九谷焼陶芸館】
登り窯で作品を作ってみませんか？

「まちとむらの交流」でふるさとの良さ再発見！里山の文化や人、自然に触れながら
体験ができる素朴なイベントです。森のおはなし会や演奏会をはじめ、竹工作や間
伐材での箸づくり、森の妖精トントゥづくりなど、体験づくしの１日に！
期９月 29 日㈰ 10 時～ 15 時
※ 10 月 13 日（金剛寺町）、
10 月 20 日（仏大寺町）も開催
所こくぞう里山公園
問能美の里山ファン倶楽部
（☎／ FAX 51‐2308、
 info@nominosatoyama.com）

まちむら交流イベント「里山へ行こう！」

応急手当の方法を身につけたい、受講
してみたいけど１人（少人数）なので
申し込みにくいと思っている方などを
対象に定期講習会を実施しています。
講習では、心肺蘇生とＡＥＤの使用方
法、止血処置、異物除去などを学ぶこ
とができます。
期 ９月 14 日㈯ 13 時 30 分～ 16 時 30
分 所 能美市防災センター 定 15名（市
内在住または在勤の方） その他 持ち物は
特にありません。動きやすい服装でお
越しください。 
申 問 消防本部 警防課（☎58‐5119）

応急手当定期講習会

③らくらく整体教室
自重を利用しながらコリをほぐします。
期９月 19日㈭ 20時～ 21時 所 寺井地
区公民館 講  師 津田 武志 定 20名
費 500円

　
④adidasパフォーマンストレーニング
アディダスが監修する世界基準の機能
的トレーニングです。
期９月20日㈮19時 30分～21時 所 辰
口福祉会館 講  師 岡田 智志 定 30名　 
費 800円

①Ｙｏｇａ+（ヨガプラス）
普段使っていない筋肉を目覚めさせ、
タフな体作りを目指しましょう。
期９月 13日㈮ 19時～ 20時 所 辰口福
祉会館 講  師 深山 理麻 定 25名
費 500円

②ジャイロキネシス入門
曲線的な動きを呼吸と合わせて行い、
美しい姿勢を作りましょう。
期９月 17日㈫ 19時 30分～ 20時 30
分 所 辰口福祉会館 講  師 宝栄 美希
定 20名 費 500円

【からだバランス塾】スペシャルイベント 2019
催し

「今日の星空解説」約 15 分
「宇宙望遠鏡～空に飛び出したもう一
つの眼～」約 17 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 
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）

根上学習センター
９月のプラネタリウム定時投映

「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☆木星と土星のはなし
期９月１日㈰ 10 時 20 分 所 根上学習
センター プラネタリウム 定 40 人
星空観察会☆木星と月と土星
期９月７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）
問根上学習センター
（☎ 55‐8560、 FAX 55‐8573）
予約は不要です。

星空教室
星空観察会
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