
　商工会青年部主催の鬼ごっこイベント「のみごっこ
2019」が、物見山運動公園特設会場で開かれました。
　今年のテーマは「春の運動会」。児童らは会場に設
置された跳び箱やバリケードなどの障害物を使いなが
ら鬼役の「ハンター」に捕まらないように元気に逃げ
回っていました。
　今年はハンター役に男子プロバスケットボールＢリ
ーグ２部の金沢武士団や、サッカー J ２・ツエーゲン
金沢の方々が参加し、子どもたちを楽しませました。

ハンターから逃げ切れ！
子どもたちが熱中「のみごっこ」25
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　石川ミリオンスターズの選手５名と小松マテーレグ
ループの従業員６名がＪＲ能美根上駅周辺の清掃活動
を行いました。双方は今年協賛契約を結んでおり、清
掃は小松マテーレ㈱の本社がある能美市への地域貢献
活動の一環として実施されました。選手らは隠れてい
る小さなゴミも逃さずに回収していました。
　石川ミリオンスターズは過去４度能美市内で試合を
実施しており、今年も７月 28 日に寺井野球場で公式
戦を行います。

石川ミリオンスターズ×小松マテーレグループ

能美根上駅前広場の清掃を実施10
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タバコの吸い殻など、普段は気付かないような小さなゴミも見
逃すまいと隅々まで拾ってくださいました。

元気いっぱいに「ハンター」から逃げる子どもたち

　５月 30 日、緑が丘の池崎まつさんがめでたく 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。
　誕生日を迎えた池崎さんは「本当に幸せ。ありがと
うございます」と笑顔を見せていました。池崎さんは
体を動かすことが好きで、普段から家の中で歩いたり
デイサービスで体操をしたりしているそうです。花や
自然も好きで、百歳の記念に孫やひ孫を含む家族から
花束がプレゼントされていました。

　９月の秋常山古墳まつりで行うファッションショー
に向けて、古墳女子の皆さんに考案いただいたデザイ
ンの発表会を６月８日に行いました。前半に予定して
いた秋常山古墳群の見学は雨のため急きょ中止し、歴
史民俗資料館で古墳から出土した品々を見学しまし
た。イメージを膨らませデザインしました。集まった
17 作品をそれぞれ考案者の皆さまからこだわりのポ
イントなどについて発表いただきました。最後に実際
に制作する作品を一つ、投票で選びました。

　寺井体育館で第 62 回全国銃剣道能美大会が行われ
ました。全国から 153 チーム 950 名が参加し、盛大
に開催されました。また、寺井地区公民館でフリーマ
ーケットを同時に開催し、多くの方が訪れました。　 

石川県勢の入賞は次のとおりです。
団体・学生の部 /優勝 日本航空高等学校石川Ａチーム
準優勝 Ｂチーム、第 3位 Ｅチーム
自衛隊団体の部 /第 3位 第 14 普通科連隊 ( 金沢自衛隊 )
個人戦・学生個人の部 /優勝 日本航空高等学校石川 田島駿太選手
第 3位 日本航空高等学校石川 柿本晧生選手

　

　能美グリーンヤンチャーズボーイズが、第 33 回全
日本小学生男子ソフトボール大会に出場します。能美
グリーンヤンチャーズボーイズは、主に市内の小学生
からなる男子ソフトボールチームで、同チームの全国
大会出場は、５年連続７度目です。キャプテンの福
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君（辰口中央小６年）は「メンバーは 14 名と少な
いけれど、みんなで協力し全国でも頑張ります」と意
気込みを述べました。大会は８月に長崎県で開催され
ます。

令和２人目の百歳褒賞
池崎さん 100 歳おめでとうございます

デザイン発表会第 62回
全国銃剣道能美大会開催！

能美グリーンヤンチャーズボーイズ
５年連続全国大会に出場！ 30
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副市長と記念撮影する池崎まつさんとそのご家族

どれも個性豊かで、とてもオシャレ！
どんな作品が選ばれたのかは、古墳まつりでのお楽しみです！

試合では素早い攻防が繰り広げられ、会場は熱気に包まれま
した。

県大会で優勝した能美グリーンヤンチャーズボーイズ

市内で行われたイベントや活動を紹介！

　和田山相撲場で戦没者慰霊式奉賛能美中学校相撲大
会が行われました。市内 3中学校と川北中学校から 1・
2 年生の男子 91 名が出場。各校の看板を背負い、対
戦する様子に会場は大いに盛り上がりました
結果は次のとおりです。（敬称略）
1年団体 /　優勝　辰口中学校　２位　寺井中学校
2年団体 /　優勝　辰口中学校　２位　川北中学校
1年個人 /　優勝　田中誉也（寺井中）2位　山口修志郎（寺井中）
3位　藤森悠（川北中）、　松岡来夢（辰口中）
2年個人 /　優勝　廣田晴士（根上中）2位　東貫太（辰口中）
3位　佐々木大和（根上中）、坂井智哉（寺井中）

戦没者の御霊を慰める
奉納相撲大会５
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各校の生徒たちが選手に大きな声援を送っていました。

22
４ 採れたての春の恵みが満載！

坪野山菜まつり

　５月 24 日～月 26 日にかけて、東京山九フェニック
スおよび追手門学院大学ビーナスが市内で合宿を行い
ました。25 日の午前中、石川県サッカー・ラグビー
競技場で、市ジュニアスポーツクラブに加盟するのみ
こまラグビースクールにラグビー教室を行いました。
レクリエーションで打ち解けた後、練習メニューで指
導を行いました。午後からは両チームに加え、地元チ
ームの石川撫子を加えた 3チームで練習試合をし、白
熱したプレーで汗を流しました。

東京山九フェニックス・追手門学院大学
ビーナスが合宿に訪れました！24
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東京山九フェニックスおよび追手門学院大学とのみこまラグ
ビースクールの選手たち
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■ 根上図書館
「こどもおはなしランド」
　日時　７月 28 日（日）10 時 30 分～
場所　根上図書館　おはなしのへや
　出演　えほんファミリー
　内容　パネルシアター、工作など

■ 寺井図書館
「らいちゃんミニコンサート」
日時　７月 16 日（火）12 時 30 分～ 13 時
出演　梅野 智恵子さんほか
内容　ピアノ・アルトサックス演奏
対象　どなたでも

「７月のおはなし会」
日時　７月 27 日（土）14 時～ 15 時
出演　家庭文庫おはなしのいえ
内容　人形劇の上演

■ 辰口図書館
「７月のおはなし会」
日時　７月 13 日（土）14 時～ 14 時 40 分
出演　はまなす文庫　細川 律子さん
内容　手遊び、語り、読み聞かせなど

※詳しくは、ホームページ、各図書館だよりをご覧ください。

■ 夏の読書スタンプラリー
本を借りたら、台紙にスタンプを押します。スタンプ30個で手作りプレゼントと交換！台紙は各図書館にあります。
期間　７月 20 日（土）～９月１日（日）
対象　市内在住の小学生以下の方

マチのお気楽料理教室
秋川 滝美 [ 著 ]
講談社

いっしょにおつかい
メアリー・チャルマーズ [ 作 ]　
岩波書店

ツアーコンダクターとして国
内外を旅してきた万智は、義
母の介護のため退職。旅先で
料理を学んだ経験を生かし、
義母の死去後、自宅で料理教
室を営むことに。珍しい郷土
料理を扱う教室には、老若男
女の生徒たちが通ってきて…。

おばさんの家へおつかいを頼
まれたスーザンは、うさぎの
ウィルを呼びに行き、楽しく
おさんぽしながらおつかいに
…。幼い子どもと動物たちの、
喜びに満ちた独特の小さな世
界を描く絵本。

いしかわ動物園に行こう！
　ゴマフアザラシの「チーチョ」( メス、33 歳 ) が、

５月 12 日放映のテレビ朝日系バラエティ番組ナニ

コレ珍百景で、見事“珍百景登録”となりました。チー

チョがいる室内展示場内のプールは天井部分から水

が落ちており、これで打たせ水をしている時に見せ

る至福の表情がたまらなくかわいいというのが登録

の決め手。担当者によると、食事の後によく打たせ

水をするそうですが、その至福の表情は、確かに見

る者をも至福の世界に引き込みます。

　チーチョはもうおばあちゃんで、屋外の大きなプー

ルには出たがりません。お気に入りの、お世辞にも

立派とはいえない室内ミニプールで過ごしている彼

女の頭は、10 年来の日課となっている打たせ水で、

ちょっぴり毛が薄くもなりました。私たちは、もう

一度大きなプールで泳ぐ彼女を見たいと思うのです

が、どうやら彼女には、そんな気は毛頭ないようです。

　「チーチョ」、珍百景に登録される
　今回のチーチョの打たせ水、実は能美市では２件

目の珍百景登録です。2009 年５月にも、「方角がわ

かる町」というタイトルで能美市下開発町が登録さ

れているのですが、皆さん、ご存じでしたか？

みんなの図書館
おすすめの一般書 おすすめの児童書 Event

打たせ水で至福顔のチーチョ

動画をご覧になりたい方はコチラから
https://www.facebook.com/ishikawazoo.offi  cial/
https://twitter.com/ishikawazoo_jp

「夏」　（暑い、南）「夏」　（暑い、南） 「好き」「好き」 「嫌い」「嫌い」

親指を人差し指にのせた右手こぶしで、
首筋を仰ぐように動かす。

①右手の親指と人差し指を開いてあ
ごの下にあてる。
②指を閉じながら下にさげる。

①あごのあたりに親指と人差し指を
輪にしてあてる。
②開きながら斜め前に出す。

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？

両イベントともに、希望者の方は
新博物館の壁に飾られる九谷焼タ
イルの絵付けが出来ます

日 時…７月 31 日（水）９時 30 分～ 12 時（part1）
 ８月２日（金）９時 30 分～ 12 時（part2）

場 所…古代体験館（秋常町チ -115）秋常勤労者体育センターの駐車場をご利用ください。
対　　象 …小学生以上の親子（先着 15 組）※必ず保護者同伴
講 師…博物館職員、古墳ボランティア
持 ち 物…タオル、飲み物
服 装…汚れてもいい服
申込期間…７月 16 日（火）～ 26 日（金）９時～ 17 時まで（日曜日・月曜日休館）

日 時…８月７日（水）10 時～ 12 時
場 所…辰口福祉会館　CC棟　大研修室
対　　象 …小学生以上の親子（先着 20 組）※必ず保護者同伴
講 師…寺井地区公民館職員、博物館職員
持 ち 物…タオル、飲み物、プラスドライバー
服 装…汚れてもいい服（細かい木くずがつくことがあります。洗濯のしやすい服装でご参加ください）
申込期間…７月 16 日（火）～ 26 日（金）９時～ 17 時まで（日曜日・月曜日休館）

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

秋常山２号墳から出土したハニワを参考に粘土でオリジナル「ハニワ」を作ってみませんか？
焼きあがったハニワは後日、お持ち帰りいただけます。

木のパーツをくみ上げて、オリジナル本棚を作ってみませんか？

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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