
くらしに関する情報をお知らせします
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  問 / 総務課（☎ 58‐2200、FAX 58‐2290）

能美市職員募集のお知らせ

募集職種 採用予定人員 受験資格・その他

行　政　職
（上　級） １人 平成元年４月２日から平成 10 年４月１日までに生まれ、大学卒業もしくは令和２年

３月末までに卒業見込みの人

行　政　職
（初級・身体障害者枠） １人

平成元年４月２日から平成 14 年４月１日までに生まれ、高等学校卒業しもしくは令
和２年３月末までに卒業見込みで、かつ身体障害者手帳を所有し、介助なしで通勤お
よび業務の行える人

保　育　士
（中　級） ３人 平成６年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれ、保育士と幼稚園教諭の両方

の資格を有する人または令和２年３月末までに資格取得見込みの人　

保　育　士
（中級・経験者） １人

昭和 62 年４月２日から平成６年４月１日までに生まれ、保育士と幼稚園教諭の両方
の資格を有する人で、児童福祉施設または幼稚園で保育や幼児教育の実務に３年以上
従事した経験を有する人

消　防　士
（初級） ２人 平成元年４月２日から平成 14 年４月１日までに生まれ、高等学校卒業程度の学力を

有する人（身体要件あり）。

美化センター技能士
（技能労務職） ２人 平成元年４月２日から平成 14 年４月１日までに生まれ、高等学校卒業程度の学力を

有する人

試験日 受験手続 試験内容 合否の通知 申し込み・
問い合わせ

一次試験
９月 15 日（日）

総務課で交付する申込用紙に必
要事項を記入し、必要書類を添え
て、７月 29 日（月）から８月 16
日（金）までに、総務課へ提出し
てください。( 郵送の場合は簡易
書留で８月 16 日までの消印のあ
るものが有効）
※申込用紙は能美市ホームペー
ジからダウンロードできます。

行政職（上級）、行政職（初
級・ 身 体 障 害 者 枠 ）、 保
育士（中級）・保育士（中
級・ 経 験 者 ）、 美 化 セ ン
ター技能士（技能労務職）
教養試験、小論文、適性検査

合否にかかわら
ず、受験者全員に
郵送でお知らせし
ます。

総務部総務課
（☎ 58‐2200）

消防士 ( 初級）
教養試験、小論文、適性検査、
体力試験

能美市職員募集
◆職種・資格

令和元年度職員採用試験 ( 令和２年４月採用 ) を次のとおり行います。

※ 能美市もしくはその周辺に居住、または居住見込みで、通勤可能な人　
　その他、詳細な資格・要件等については総務課で配布する試験案内またはホームページでご確認ください。
　６月に実施した試験で行政職 ( 上級）を受験した人は同じ職種を受験できません。また、消防士（上級）を受験し
　た方も消防士（初級）を受験できません。

※ 一次試験の場所・時間帯は、試験申込者にお知らせします。
※ 二次試験（個人面接）（保育士は別途実技試験あり）は、一次試験合格通知にあわせてお知らせします。

◆試験内容など

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）

親としての応援のあり方を知り、子ども
の結婚について相談できる場を設けます。
期 ７月 28 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 (参加自由）「良縁カフェ（お悩み相
談会）」　※親同士の代理お見合いやお
見合い相手のご紹介などは行いません。
所石川県地場産業振興センター本館　
第3研修室 締７月５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）

さらいギャラリー

親御さんのための
結婚応援セミナー・良縁カフェ

陶芸 書

中村 重人 田中 克明

有
料
広
告

水道メーター検針のお知らせ

  問 / 上下水道課（☎ 58‐2260、FAX 58‐2296）

　７月は水道メーターの検針月です。15 日～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。

期 10 月 23 日㈬ 13 時 30 分～ 15 時 45
分 所石川県地場産業振興センター（金
沢市鞍月２丁目１番地） 申込受付期間 ７
月 22日㈪～８月２日㈮ 実施機関 石川県
下水道協会
申 問上下水道課（☎ 58‐2261）

下水道排水設備工事責任技術者
認定試験のお知らせ

若者サポートステーション石川では、
専門の相談員が「働く自信が持てない」
「自分に向いている仕事が分からない」
「コミュニケーションが苦手…」など働
くことに悩みを抱える15～ 39歳まで
の方とそのご家族の相談を受け付けて
います。相談は無料で、事前の予約が
必要です。
期月～金曜日（土・日・祝を除く）9
時～ 18 時 所石川県本多の森庁舎１階
（金沢市石引４丁目 17‐１）
申  問  若者サポートステーション石川
（☎ 076‐235‐3060）

ただいま、走行中のバス車内での事故
を防止するため、「車内事故防止キャン
ペーン」を実施しています。
走行中に席を離れると、転倒など思わ
ぬけがをする場合があります。お降り
の際は、バスが停留所に着いて扉が開
いてから席をお立ち願います。
またバスは安全運転に徹していますが、
やむを得ず急ブレーキを掛ける場合が
あります。満席のため、お立ちになっ
てご利用いただく場合には、吊革や握
り棒にしっかりおつかまりください。
　　　　北陸信越運輸局石川運輸支局
　　　　　　　　　　  石川県バス協会

働きたい若者をサポートしますバスの車内事故防止についての
お願い

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。７月８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７月 13 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）

７月の替わり湯は『よもぎ湯』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 ７月９日㈫ 所 里山の湯（露天風呂
で実施） 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

６月１日㈯に小松市内で県内 5例目と
なるセアカゴケグモ（特定外来生物）
が確認されました。
発見した場合は、触れずに踏みつぶす
か、殺虫剤で駆除し、生活環境課まで
ご連絡ください。
詳しくは、能美市ホームページをご覧
ください。
問  生活環境課（☎ 58‐2217）

「今日の星空解説」約 15 分
「Telescope ～宇宙への扉～」約 22 分
夏休み期間中の午前は「アリオンとイ
ルカ」約 12 分
投映時間　 平日（１回）15 時 30 分
土・日・祝日・夏休み期間中（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）

セアカゴケグモ（特定外来生物）
にご注意ください

根上学習センター
７月のプラネタリウム定時投映

お知らせ

子育ての悩み・不安
専門教育相談（要予約）
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10代から90代の幅広い世代の学生が、
大学を卒業したい、学びを楽しみたい
など、様々な目的で学んでいます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情
報・自然科学など約 300 の授業科目が
あり、１科目から学ぶことができます。
資料を無料で差し上げています。お気
軽にご請求ください。
出願期間 第１回８月 31日まで、第２回
９月20日まで
問放送大学石川学習センター（☎ 076
‐246‐4029）

放送大学
2019 年 10 月入学生募集

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
広
告

石川県建築士会小松能美支部主催で、
木工教室を開催します。
期８月 18 日㈰９時 30 分～ 12 時（受
付開始９時） 所かが森林組合那谷工場
（小松市那谷町）対小学生（必ず保護
者同伴）内イス、本立て（予定）
費 500円 定 30人（先着順） 持かなづち、
のこぎり（用意できる人） 申名前、学
年、住所、電話番号、保護者名を記入
し８月６日㈫までに（  komanomi@
shikai.rojo.jp）または ( FAX 050‐3488‐
1138）へお願いします 問建築士会小松
能美支部担当（☎ 090‐3763‐0368）

おかげさまで９周年。さらい中庭で、
ビアガーデン＆音楽の祭典の催しを行
います。夏の夜のひと時を『さらい』
でお過ごしください。
期７月 20 日㈯ 17 時 30 分～ 21 時 （ラ
ストオーダー 20時 30 分）音楽の祭典
18時～ 20時 30分 所ふるさと交流研修
センターさらい中庭（雨天の場合は研
修棟）※ビアガーデンはチケット制で
す。チケットの前売りは 7月 1日㈪よ
り（さらいフロントにてお買い求めく
ださい。）
問  ふるさと交流研修センター『さらい』
（☎ 57‐1212）

夏休み親子木工教室のご案内

さらい周年祭

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。

●第 12回能美市小・中学校秀作品展
市内小・中学校の各学年から１点、合計 57 点の作品を学校別に展示します。
期７月３日㈬～ 20 日㈯ ９時～ 18 時（最終日は正午まで）所根上学習センター ギャラ
リー、ロビー
●第 14回能美市美術展（公募）
期７月３日㈬～ 11 日㈭ ９時～ 18 時（最終日は正午まで）所根上学習センター　作品受
付：６月 30 日㈰ 11 時～ 17 時　根上学習センターで受け付けます。 出品料 １点 1,000
円（高校生無料）
●第 15回能美市美術作家協会展
併催展『チャリティー小品コーナー』各作家作品を１万円で販売
 期７月 15 日（月・祝）～ 20 日㈯９時～ 18時（最終日は正午まで）所根上学習センター
・併催展は、13日㈯８時50分から入場順抽選会を行い、順番に入場していただきます。
問  能美市美術作家協会事務局 佐藤　（☎ 090-3157-0546）

能美市美術作家協会主催事業催し

いしかわ動物園でスケッチした動物を九谷焼でつくります。
夏休みの思い出づくりにチャレンジしてみましょう
期７月 21 日㈰９時～ 15 時 30 分 所  いしかわ動物園（午前中のスケッチ会場）、
九谷焼陶芸館（午後からの九谷焼制作会場）昼食は各自です。
費親子（大人１人・こども１人）１組 3,500 円
※事前申し込みが必要です。（募集定員 15 組 30 人）
申  問九谷焼陶芸館（☎ 58‐6300）　

●日展作家陶芸展
芸術院会員武腰敏昭氏はじめ武腰一憲氏、山岸大成氏ら日展出品作家の近作を一堂
に展示します。（紫の間）期～9月８日㈰
●コレクション展　現代九谷名工遺作展
中村翠恒、北出不二雄、森一正、中嶋珠光、中嶋寿山ら現代九谷名工の遺作品を当館コ
レクションの中から選抜して約40点を展示。（緑の間）期～９月１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）

九谷焼陶芸館
【夏休み親子陶芸体験教室（動物園編）】

九谷焼資料館
日展作家陶芸展／コレクション展 現代九谷名工遺作展

熱中症リスクを下げる正しい水分補
給について学びましょう。古来の知恵
のスポーツドリンクや、アスリートウ
オーターの試飲ができます。
期７月24日㈬ 19時～ 20時 所根上学
習センター２F学習室費  2,000 円 締７
月21日㈰ 
申 問 sports kitchen 野田 ( ☎ 080‐9589‐
7460、 sportskitchen.n@gmail.com）

スポーツ栄養セミナー
～水分補給～

のみ商業協同組合は現在 98 店舗が加
盟しており、加盟店で利用できる「の
み共通商品券」と「のみカード」を発
行しています。
「のみ共通商品券」は市内各団体や能
美市にも多くご活用いただいていま
す。また、「のみカード」は行政や町
会と連携しており、「能美市けんしん
受診」や賛同いただいた町会の「自主
防災訓練」の参加者にポイントを進呈
する等カードの利用促進を通じて地域
貢献を目指しています。加盟店の募集
は随時行っています。
問 のみ商業協同組合（☎ FAX 58‐
6330）

ＮＨＫ‐ＢＳプレミアムで放送されて
いる旅番組「にっぽん縦断こころ旅」。
俳優・火野正平さんが自転車に乗って
訪れます。今年の夏は石川県にも訪れ
ますので、能美市の皆さんからの「忘
れられない場所、風景にまつわる手紙
をお待ちしています。
石川県の放送予定　９月30日㈪～ 10
月４日㈮ 応募内容 住所、氏名、電話番号、
性別、、年齢、思い出の場所・風景、場
所にまつわるエピソード 締７月25日㈭
必着 応募方法 番組ホームページ http://
nhk.jp/kokorotabi、 FAX 03‐3465‐1327、
葉書・封書〒150‐8001 NHK「こころ旅」
係問 NHK ふれあいセンター（☎ 0570
‐066‐066 ナビダイヤル）

のみ商業協同組合加盟店募集中 ＮＨＫ「にっぽん縦断こころ旅」
手紙募集

勤務場所　手取衛生センター（川北町朝日レ47番地）

問８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

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９月１日～ 2020 年３月 31 日）

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

きれいな音色のオカリナの演奏会で
す。聞いてみませんか。
期７月 28 日㈰ 10 時～ 14 時 30 分
 所寺井地区公民館 問能美市オカリナ
協会会長山田勇（☎ 57‐2573）

第８回
能美市オカリナフェスティバル

企画展示、プラネタリウム無料投映、
科学の館屋台店などがあります。
期７月 27日㈯～８月４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）

サイエンスフェスタ能美 '19
「親子で一日 科学と遊ぼう！学ぼう！楽しもう！」

「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☆アポロが着陸した月の場所
期７月７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☆木星と初夏の星座
期７月 20 日㈯ 20 時 所  緑が丘いこい
の杜（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。

星空教室
星空観察会

相続、遺言、親族、婚姻、金銭賃借、
登記など、民事全般の相談に応じます。
（ただし、労働・行政・刑事事件、税務
関係、裁判中、調停中のものは除く）
期７月７日㈰ 10 時～ 15 時 所辰口福
祉会館
主催：金沢大学法律相談所（法学類
公認サークル）HP：http://kanazawa-
hoso.jimdo.com/
問総務課（☎ 58‐2200） 

能美民事無料法律相談

募集

お知らせ
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時 /時間　場 /場所　問 /問い合わせ

７
月

８
月

７日（日）

第39回よりよい環境づくりの日（海岸清掃）
時／6時～ 8時（少雨決行）　場／吉原釜屋町～山口町海岸全域　
問／生活環境課（☎58‐2217、FAX 58‐2292）

男女共同参画フォーラム2019
時／13時～ 15時　場／寺井地区公民館大ホール　
問／地域振興課（☎58‐2212、FAX 58‐2291）

14日（日）
寺井地区クリーンデー
時／６時～７時（小雨決行）　
場／寺井地区全域　問／寺井地区公民館（☎ 57‐0030）

16日（火）
ふれあいあいさつデー
朝の登校時間に、子どもたちへの声掛けをお願いします。
問／生涯学習課（☎ 58‐2272）

21日（日）
辰口地区 10,000 人クリーンデー
※この日を基準に町会ごとに日程が決められます。
場／辰口地区全域  問／生活環境課 ( ☎ 58-2217、FAX 58‐2292）

１日（木）
子ども向け映画上映会
時／ 13 時開場　13 時 30 分開演、場／根上総合文化会館小ホール
問／根上総合文化会館（☎ 55‐8550）

４日（日）

第 15回記念能美市社会福祉大会・第 12回能美市民ボランティアフェスティバル
時／９時 30 分～（オープニング演奏あり）社会福祉功労者などの表彰式があります。
11 時～ボランティア・市内福祉施設・事業所等の活動紹介や体験コーナー、ふれあいステージや
模擬店などがあります。詳しくは、「広報のみ７月号」と一緒に全戸配布したチラシをご覧ください。
※送迎バスを運行します。
場／根上総合文化会館　問／社会福祉協議会（☎ 58‐6200）

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。

クリーンデー（市民清掃活動）
　
町会ごとに、道路、用水、公
共施設周辺などの空き缶、空
きびん、ごみ拾い、公園の清
掃などを行います。

防衛省自衛隊では能美市と共同で自衛
官募集等説明会を行います。
期８月３日㈯９時～ 11時 30 分 所寺井
地区公民館３階 対中学生以上、33 歳
未満の男女（保護者も可）内自衛隊の
役割、仕事内容の説明 / 採用種目試験
内容の個別相談 / パネル展示 / 自衛官
ＯＢ・家族の話 問自衛隊小松地域事務
所（☎ 24‐5180）

2019 年度　自衛官募集等説明会

▶ 注目イベント
①踊りの夕べ（27日（土）18 時 35 分～）
　例年まつりのメインイベントとして多くのチームの参
加がある「踊りの夕べ」。本年も、個性豊かな参加チー
ムの踊りをお楽しみください。
②ひぽ能ん・ゆず美ん氷の彫刻実演（27日（土）14 時～）
　大きな氷からみるみるひぽ能ん・ゆず美んが出現しま
す。お子さんと楽しみながら「涼」を感じる実演イベン
トです。
③打ち上げ花火（28日（土）21 時 15 分～）
　おまつりのフィナーレを飾る打ち上げ花火。今年も盛
大に花火が打ち上げられ、会場を鮮やかに彩ります。

里山の湯はおかげ様で７月 11 日に開館 10 周年を迎えます。
これまでの感謝の気持ちを込めて、７月 11 日～ 15 日を感謝ウィークとし、期間中、敷地内をささやかなライト
アップで彩ります。プレゼント＆イベントの特別企画もありますので、皆さまお誘い合わせのうえ、ご来館ください。

●館内ではカフェが出店します。また 14 時からはエン
トランスにおいてもいろんなお店が出店し、ちょっと
したパフォーマンスも楽しめます。
●夜になるとプロジェクションマッピングやキャンド
ルアートなどの様々な演出が行われ、敷地内は幻想的
な空間で彩られます。(19 時頃～ライトアップ開始 )
●露天風呂では生花を浮かべた「フラワーバス」を実
施します。

問い合わせ　温泉交流館 里山の湯（☎ 51‐2183）

事前申し込み不要 入場無料

応募・問い合わせ先
自衛隊石川地方協力本部　小松地域事務所（☎24‐5180）
ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/ishikawa
※合格発表日など試験に関する詳細はホームページをご覧ください。

自衛官募集のお知らせ

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

航空学生

海：高卒（見込含）
23 歳未満の者 ７月１日

～９月６日

１次  9 月 16 日
２次 10 月 15 日～ 20 日
３次 11 月 16 日～ 12 月 19 日空：高卒（見込含）

21 歳未満の者

一般曹候補生 18 歳以上 33 歳未
満の者（32 歳のも
のは、採用試験受
付時にご確認くだ
さい）

７月１日
～９月６日

１次  ９月 20 日～ 22 日
２次 10 月 11 日～ 10 月 16 日

自衛官候補生 年間を通じて
行っています。 受付時にお知らせします。

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

防衛大学校
学生

推薦

高卒（見込含）
21 歳未満の者

（高等学校長の推薦
が別途必要です。）

９月５日
～９月９日 ９月 28 日・29 日

総合
選抜

高卒（見込含）
21 歳未満の者

９月５日
～９月９日

１次  ９月 28 日
２次 11 月２日・３日

一般 高卒（見込含）
21 歳未満の者

９月５日
～９月 30 日

１次  ９月 20 日～ 22 日
２次 10 月 11 日～ 10 月 16
日

防衛医科大学校
医学科学生

高卒（見込含）
21 歳未満の者

９月５日
～９月 30 日

１次 10 月 26 日・27 日
２次 12 月 11 日～ 13 日

防衛医科大学校
看護学科学生

高卒（見込含）
21 歳未満の者

９月５日
～９月 30 日

１次 10 月 19 日
２次 11 月 30 日・12 月１日

募集

25 24


