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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？
期８月 10 日㈯ 13 時 30 分～ 16 時 30
分 所こくぞう里山公園交流館 内秋野
菜の植え付け～実践～ 講一般社団法
人MOA自然農法文化事業団　北陸支
所長 細川 洋幹氏 費各回につき 2,000
円（年間８回）申  問  はぐはぐ河並（☎ 
090‐2837‐5296、  tsunagaruhug89@
gmail.com ）

４年目となる今年のお化け屋敷は、「裸
足」で入っていただきます。ご家族、カッ
プル、ご友人とぜひお越しください。
期８月 24 日㈯正午～ 21 時 30 分（最
終受付 21 時） 所辰口まつり会場内、能
美市役所本庁舎大会議室１ 費１人 500
円 問能美市商工会青年部事務局 清水
（☎ 58‐4230） 

第５回 nomi自然農法塾 開催！

辰口まつり　お化け屋敷

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。

●日展作家陶芸展（緑の間）
期～ 9月８日㈰まで
●コレクション展　現代九谷名工遺作展（紫の間）
期～９月１日㈰まで
◇常設企画展「紺青の間」「朱赤の間」「黄色の間」はあわ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券です）

●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。
第１期展会期　８月 20 日㈫～９月 18 日㈬
問九谷焼資料館（☎ 58‐6100）

九谷焼資料館　催し 催し

進学相談、ロクロ、上絵付け体験など、研修所のことがわ
かる様々な催しを行います。九谷庄三の絵付けを模した顔
出しパネルもあります！
研修所で学びたい方、九谷焼に興味のある方のご参加をお
待ちしています。※ロクロ上絵付の体験は要予約。
期８月25日㈰ 10時～ 16時 所石川県立九谷焼技術研修所
申 問石川県立九谷焼技術研修所　（☎57‐3340）

県立九谷焼技術研修所オープンキャンパス

気軽に踊れて、みんなで楽しめるレク
ダンス・フォークダンスを体験してみ
ませんか。
期９月 11 日㈬、25 日㈬ 19 時 30 分～
21 時 所根上総合文化会館 持内履き
ズックまたはかかとの低いダンス
シューズ
申  問初心者フォークダンスサークル
チャーミー（☎ 090‐7749‐6306） 

レク・フォークダンスを踊ろう

「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☆流星群のはなし
期８月４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☆ペルセウス座流星群・土
星
期８月 12 日㈪ 20 時 所  根上学習セン
ター駐車場（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

能美市有数の景　勝地「七ツ滝」には
多くの方が訪れています。お盆に向け
てみんなで滝をきれいにし、滝の生き
物調べも行いましょう。
期８月７日㈬９時～ 11 時ごろ 集合場所
七ツ滝駐車場 持軍手、タオル、飲み物、
帽子、マリンシューズ（濡れても良い
運動靴）
申  問  能美の里山ファン倶楽部（☎ FAX

51‐2308、   info@nominosatoyama.
com）

七ツ滝の清掃＆生き物しらべ

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 絵画

中村 重人 池岡 信
上口 文治

小学３年生から中学生までを対象にし
た大会です。
期８月25日㈰９時開始（受付８時～８
時40分 所根上総合文化会館 費 500 円
申 問生涯学習課（☎ 58‐2272）

第 15回 能美市夏休み席書大会

既製品にひと手間加えた寿司ネタを
使って、タッパーで気軽に作る簡単押
し寿司です。「押し寿司って大変そう
だから作ったことがない」という初心
者の方大歓迎！お祭りや運動会のごち
そうの一品に作ってみませんか。
期９月 13 日㈮ 19 時 30 分～ 20 時 30
分 所ふるさと交流研修センター「さら
い」費 2,500 円（材料費・タッパー代込） 
定 15 人 持エプロン、三角巾
申  問ふるさと交流研修センター「さら
い」( ☎ 57‐1212）

ふるさと伝承料理講習会
『タッパーで作る簡単押し寿司』

対かほく市以南にお住いの成人男女 
運行日 日帰り（４回）
９月 18 日㈬中能登コース
10 月７日㈪加賀・白山コース
10 月 20 日㈰奥能登コース
11 月８日㈮金沢コース
定各コース 43 人（申込多数の場合は
抽選で決定） 費施設入場料、昼食代、
保険料（コースにより異なります。） 
受付期間 ８月 14 日㈬～８月 28 日㈬＜
当日消印有効＞ 申込方法 往復はがきで
の申し込みが必要です。詳細はお問い
合わせください。
申  問  石川県男女共同参画課（☎ 076‐
225‐1376）

個人県政学習バス参加者

８月の替わり湯は『桃の葉湯』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８月 13 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）

里山の湯　
月替わり湯のお知らせ

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、下記お問い合わせ先までご連
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

「今日の星空解説」約 15 分
午前「アリオンとイルカ」約 12 分
午後「Telescope ～宇宙への扉～」約
22 分
投映時間　夏休み中（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。＊８月１日㈭～８月 4日㈰はサ
イエンスフェスタのため無料
問根上学習センター（☎ 55‐8560、 FAX

55‐8573）

根上学習センター
お知らせ

楽しいステージやコーナーがいっぱ
い！あそびにきてね！
期 9 月 1 日㈰ 10 時～ 14 時（オープニ
ングセレモニー９時 30 分～）
所南陽園前広場
募集 当日お手伝い頂けるボランティ
アさんを募集中！あたたかいふれあい
体験をしてみませんか？
問南陽園（加賀市潮津町ム 69‐1）
（☎ 74‐6613、FAX 74‐6680（中出、西出）
＊当日会場への車の乗り入れはできま
せん。加賀市浄化センター前よりシャ
トルバスをご利用ください。

第 35回 南加賀ボランティア
カーニバル！ふれあい広場

募集

募集
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時 /時間　場 /場所　問 /問い合わせ

８
月

９
月

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）

９日（金）
能美市戦没者慰霊式・戦没者追悼法要
市内各地区から寺井地区公民館まで送迎バスを運行。各地区の乗車場所はお問い合わせください。
時／ 10 時～　場／寺井地区公民館　問／福祉課（☎ 58‐2230）

10日（土）
中学生意見発表大会（どなたでも観覧できます。）
時／ 13 時 30 分～　場／辰口福祉会館　問／生涯学習課（☎ 58‐2272）

22日（木）
～ 25 日㈰　第 32回 JAPAN TENT 能美市プログラム
日本で学ぶ留学生や研修生を能美市に招き、市民と交流します。
問／観光交流課（☎ 58‐2211）

24日（土）
辰口まつり
時／正午～　場／能美市役所周辺
詳しくは全戸配布しましたチラシをご覧ください。　問／地域振興課（☎ 58‐2212）

30日（金）
８月 30日（金）、９月２日（月）～５日（木）
ふれあいあいさつデー強化週間
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）

２日（月）
議会定例会（初日）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240）

日

土

● 臨時駐車場　ふれあいリサイクルセンター
● イベント内容　要救助者吊り上げ訓練／機体展示 ( 機体内がみられます ) ／消防防災航空隊の活動紹介

● 臨時駐車場　カーブス能美寺井、寺井地区公民館、㈱東振精機、
東京ドロウイング㈱  CAD センターからシャトルバスを運行します。
● イベント内容は近日、市ホームページでご案内します。

これから就職を目指す女性必見！
就職に役立つビジネスマナーや身だしなみ
講座を開催します。

第１部　ビジネスマナー講座
お辞儀の仕方など基本的なビジネスマナー
を学びます。
第２部　身だしなみ講座
第一印象をよくするメイクテクニックを学
びます。

能美市では陸上競技 20km競歩の世界記録
が誕生しています。
チームや親子で力を合わせて世界記録に挑
戦しよう！

受付　８時 15 分～９時　九谷焼資料館内
参加資格　１kmまたは 0.5 ｋｍを完走でき
る健康な方
部門
１部 10kmチャレンジ部門（１km× 10 周）
２部２kmチャレンジ部門（0.5km×４周）
３部２kmチャレンジ親子部門（0.5km×４周）
※競技はタスキリレーで行い、走る順序や
回数は自由です。
参加人数
１部：２～ 10 人、２部・３部：２～４人
参加費
一般１人 500 円、中学生以下１人 300 円
※保険料含む
申込締切　９月９日（月）

将来かかる費用はいくら？扶養とは？など
働く前に知っておきたいお金の話に関する
セミナーです。
お金のことを知り、将来の働き方を一緒に
考えてみませんか？

講師　室田律子氏（社会保険労務士）
参加費無料、託児あり [ 希望される方は８
月 9日（金）までに女性ジョブサポート石川
加賀サテライト（☎ 21-2223）までお申込
みください。]

2023 年の北陸新幹線県内全線開業を身近に
感じていただくため、能美市民、小松市民
を対象に、白山総合車両所と工事現場の見
学会を行います。

対象　小学生以上（中学生以下は保護者同行）
定員　各市 20 名〈応募多数の場合は抽選と
し、結果を申込代表者の方にご連絡します〉
申込方法　 ハガキ、FＡＸ又は電子メール
で応募ください※１回につき、３名までお
申込が可能。
※参加者全員の氏名 ( ふりがな )、年齢、性別、
代表者連絡先 ( 住所、電話番号、メールアドレ
ス ) を明記のうえ申し込みください。
※電子メールの場合は、タイトルを「北陸新幹
線見学会」としてください
※応募期間　８月 12 日（月）<当日必着 >

女性の就職・再就職を応援します！
ビジネスマナー
　　＆身だしなみ講座

世界記録にチャレンジ！
九谷陶芸村リレーマラソン大会

女性の就職・再就職を応援します！
第２弾『お金の話セミナー』

北陸新幹線見学会
参加者募集！

能美市防災センター夏休み特別企画

消防防災ヘリがやってくる！

親子で楽しめる！

能美市防災フェスタ 2019

寺井地区公民館 202 会議室

九谷陶芸村周辺特設周回コース

寺井地区公民館 101 会議室

根上窓口センター駐車場 12時 50 分

問い合わせ：地域振興課（☎ 58‐2212）

問い合わせ：能美市ふるさと振興公社
健康づくり推進室（☎ 52‐8032）

問い合わせ：危機管理課　（☎ 58‐2201、FAX 58‐2290）

問い合わせ：危機管理課　（☎ 58‐2201、FAX 58‐2290）

問い合わせ：小松・能美鉄道利用連携会議事
務局（能美市市長戦略室）（☎ 58‐2204、
FAX 58‐2291、 senryaku@city.nomi.lg.jp）

問い合わせ：地域振興課（☎ 58‐2212）

能美市防災センター

能美市防災センター
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