
「熱中症」「熱中症」 「注意・気をつける」「注意・気をつける」

① -1、① -2　こめかみにあてた両手の丸めた５指の指先を
頬に沿っておろす。
②右手こぶしの親指側を額に軽くあてる。

① -① -１１ ① -① -２２ ②② ①① ②②

①両手を胸の前で広げて上下に並べる。
②胸元に引き寄せながらキュッと握る。

　2020 年の開館を目指して、現在、博物館を建設中です。昨年の 10 月から工事が始まり、現在は壁も立ち上がり、
博物館らしい姿に近づいてきました。

　少しずつ出来上がっていく博物館の様子は、博物館ホームページの「のぞいてみよう！博物館建設！」のページで
もご覧いただけます。普段は見ることのできない、あんなところや、こんなところも、見ることができる…かも？

建物の柱・壁を造るコンクリート
の型枠ができあがりました。

南側の壁が仕上がり、型枠を撤去
しました。

市内の小学生に新博物館の壁面を飾る九谷
焼タイルの絵付けも行ってもらいました。

古墳に興味のある女性に集まっていただき、能美の古墳の魅力を発掘し、楽しむプロジェクト。それが「のみ古墳女子」！

日 時…８月 24 日（土）９時 30 分～正午
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 …のみ古墳女子に登録されている方　または　今後、のみ古墳女子として活動できる女性（先着 15 人）
講 師…博物館職員
持 ち 物…タオル、飲み物・キッチン用ゴム手袋・お持ちの方は裁縫道具
服 装…汚れてもいい服
申込期間…８月６日（火）～ 16 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）

　９月 23 日（月祝）には、毎年恒例の秋常山古墳まつりを開催します！今年は古墳女子の皆さまにも、おまつりを
盛り上げていただきます。今回はおまつりでの活動内容の打ち合わせや、当日に着用する貫頭衣作りに挑戦します。

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

■ 根上図書館
「こどもおはなしランド」
　日時　８月 17 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
　内容　人形劇「かみなりさまのふんどし」ほか

■ 寺井図書館
「夕涼みジャズコンサート」
日時　８月 10 日（土）18 時～ 18 時 40 分
出演　JAZZ　CUDA
対象　どなたでも

「らいちゃんミニコンサート」
日時　８月 20 日（火）12 時 30 分～ 13 時
出演　土坂　節子さんほか
内容　歌曲・ピアノ演奏
対象　どなたでも

「おやこ映写会」
日時　８月 24 日（土）14 時～ 15 時 30 分
作品　「みつばちマーヤの大冒険」
対象　幼児～　＊親子でお楽しみください

■ 辰口図書館
「ブラジル音楽ライブ＆朗読会」
日時　８月 10 日（土）14 時～ 15 時 30 分
出演　奈良井　伸子さん、北村　浩一さん、
　　　 マルセロさん、杉山　欣也さん
内容　小説『ＮＩＨＯＮＪＩＮ』の朗読とブラジル音楽演奏
対象　高校生以上

辰口図書館「めざせ！図書館マスター！」
　日時　８月 16 日（金）10 時～
　対象　園児（年中）～小学校３年生
　内容　休館日の館内で、図書館クイズゲームに挑戦
　定員　30 人　（要申込み、定員に達し次第締め切ります）
　※当日は資料整理休館日のため、イベント参加者以外のご利用は
　できません。

※詳しくは、ホームページ、各図書館だよりをご覧ください。

じじばばのるつぼ
群 ようこ [ 著 ]
新潮社

トロピカルテリー
ジャーヴィス [作 ]　
ＢＬ出版

駅のホームで列に割り込み、
スーパーの店員に難癖をつけ、
喫茶店で猥談に花を咲かせる
…。街中で、パワーを持て余
したじじばばが周囲を振り回
す姿が！エッセイの名手が贈
る、じじばば観察記録。

南の海のサンゴのまちには、
眩 ( まぶ ) しい色の魚たちが
たくさんいました。その中で、
地味な色のテリーは、どうし
たら「キラッキラッ」眩しい
魚たちの仲間になれるのか、
いつも考えていましたが…。

いしかわ動物園に行こう！ 20th
Anniversary

　カバ、ピューマ、アライグマ、パカ、ミニブタ…。

かつて、いしかわ動物園の展示ラインアップを飾っ

ていた動物たちです。アミメキリンやライオン、カ

リフォルニアアシカ、レッサーパンダなど、展示は

続いていても、世代が完全に入れ替わった種類もた

くさんいます。

　いっぽう、コビトカバやホワイトタイガー、ユキ

ヒョウ、アルパカ、フタユビナマケモノ、トキ、ラ

イチョウたちは、途中から仲間に加わった動物たち

です。皆さまのご要望や、当園の使命を鑑みて展示

されたこれらは、今では主役の座をうかがうような

人気ぶりです。　

　いしかわ動物園には、子どもたちに人気の定番動

物をはじめ、女性を惹きつけてやまない癒し系の動

物、そしてマニアックな方々を虜にする大きなネコ

たちもそろっています。それぞれの動物の応援団

開園20周年記念「わたしのイチオシ総選挙」
長をつとめる担当者の思いがこもったポスターの

キャッチコピーも参考にして、大勢の方々で、20 周

年の総選挙を盛り上げることができればと考えてい

ます。開園 20 周年記念イベントの第一弾、「わたし

のイチオシ総選挙」は、８月１日 ( 木 ) ～９月 23 日

( 月 ) が投票期間です。皆さまの思いがこもった１票

を、どうぞお気に入りの動物に投じてくださいね。

対象は、現時点で当園にいる、すべての種類です。

みんなの図書館
おすすめの一般書 おすすめの児童書 Event
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市内で行われたイベントや活動を紹介！

　福岡保育園の年長児 37 人が中庄町の畑で加賀丸い
ものつる巻き体験をしました。
 　この体験は、能美市の特産物である加賀丸いもの栽
培や普及に取り組んでいる「中庄町丸いも娯楽会」の
企画で毎年行われています。今回は成長して伸びたつ
るを、支柱に張られたひもに巻きつける作業を体験し
ました。園児たちは、巻き方を教わりながら丁寧に作
業に取り組みました。

　７月 12 日、押切ミツノさん（高坂・根上町）がめ
でたく 100 歳を迎えられ、井出市長からお祝い状と記
念品が贈呈されました。
　押切さんは若い頃から散髪屋で働いていたそうで、
長生きの秘訣も「よく働くこと」と教えてくれました。
好きなことを尋ねると「ご飯やお風呂、テレビを見る
こと。それからみんなに会えるのを楽しみにしていま
す。100 歳まで生かしてもらって、ありがとうござい
ます」と笑顔で答えてくれました。

福岡保育園の園児が
加賀丸いものつる巻きを体験

押切さん 100 歳
おめでとうございます

３

12

７

７

10月には収穫体験も予定しています。

井出市長からお祝いされる押切ミツノさんとご家族

みんなでつくる！博物館プロジェクト

　７月８日、　牛島光子さん（中町）がめでたく 100
歳を迎えられ、井出市長からお祝い状と記念品が贈呈
されました。
　牛島さんは歌が上手でカラオケ好き、若い頃は、内
職で洋裁と和裁の仕事をしていたとご家族が教えてく
れました。
　ご家族から「今日という日を迎えられてよかった。
100 歳おめでとう」と声を掛けられると、頷いて見つ
めておいでました。

牛島さん 100 歳
おめでとうございます８

７

雨の中、ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

井出市長からお祝いされる牛島光子さんとご家族

　6 月 21 日、ふるさと交流研修センター「さらい」
でホタルの観察会を行いました。突然の雷雨の影響で
参加いただいた方は少なかったものの、講師の先生か
らホタルの生態について詳しくお話を聞くことができ
ました。講演後は外に出て、ホタルの観察。小雨の降
る中、傘をさして、さらい横の小川へ行くと…ぽうっ
と光る蛍が数匹！先生が網で捕獲し、間近で観察する
こともできました。雨がほとんどやむと、ホタルの数
も増え、「きれーい！」と子どもたちも大喜びでした。

　ふるさとの自然を守る大切さや環境問題を楽しみな
がら学ぶことができる「子どもと未来の能美環境フェ
スタ 2019」が根上総合文化会館円形ホールで開催さ
れました。
　このイベントはこれまで屋外で行っていましたが、
今回は初めて屋内での開催となりました。会場内には
市内企業の環境保全の取り組みを紹介する展示ブース
や体験コーナー、フリーマーケットなどがあり、どの
エリアも親子連れでにぎわいました。

　６月 25 日から７月１日まで、能美市の姉妹都市、
ロシア連邦シェレホフ市の少年親善使節団 18 名が能
美市に滞在しました。
　市長表敬訪問をはじめ、記念植樹や歓迎夕食会など
の公式行事が行われたほか、姉妹都市交流の礎を築い
た森家を訪問し、お墓参りをするなどその功績に敬意
を表しました。
　また、滞在中は九谷焼の絵付け体験や弓道体
験といった能美市や日本の文化の体験とともに、
ホームステイ、小学校・保育園の訪問など市民
と触れ合う機会が多く設けられ、交流を深めま
した。

「子どもと未来の能美
　　環境フェスタ 2019」開催

シェレホフ市少年親善使節団
日本の文化・伝統を体験

30

月
月

６

６
７

スライム作りに取り組む子どもたち

　 ひぽ能ん・ゆず美ん
と記念撮影　 足湯に
ゆっくり浸かる少年親善
使節団の皆さん　 根上
弓道場で弓道を体験。練
習用に用意された的に当
たると全員で喜びまし
た。　友情の森記念植樹
の様子
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　のみっ子フェスタ 2019 が、根上総合文化会館で開
催されました。
　市内児童館が企画したアトラクションやのみっ子検
定、協力関係者の演奏会や公演など、さまざまなコー
ナーがあり、子どもたちは夢中になって楽しんでいま
した。
　サイエンスコーナーではやじろべえ作りが体験で
き、どうしたらバランスがとれるかを考えたり、試し
たりしながら一人ずつ工作していました。

楽しいアトラクションがいっぱい！
のみっ子フェスタ 201922

６

「わくわくチャレンジコーナー」のさかな釣りゲームに挑戦す
る子どもたち　　

21 20



　文政６年（1823）３月、吉田屋は大聖寺藩へ九

谷窯再興のための官許を申請。同年９月には開窯

に向け資本投入を始め、10 月上旬に粟
あ お

生屋
や

源
げん

右
う

衛
え

門
もん

は九谷村に準備に出向いています。それを小松

町奉行所から咎
とが

められ 11 月下旬「自宅謹慎」と

なったのです。若
わか

杉
すぎ

窯
かま

からの有能な職人の相継ぐ

離脱をくい止めんとした措置でありました。翌７

年の夏、九谷再興窯の初窯が焚かれました。その

頃には源右衛門は「自宅謹慎」を解かれて、吉田

屋の九谷再興窯に合流し再び従事することになっ

たと思われます。吉田屋文書「陶器方へ雇い置き

人々」には、総勢 20 人の職人の職務、名前、出身地、

給金が記載されています。この陣容のなかで源右

衛門は「錦窯」を任され、最高給銀の三匁で待遇

されており、破格の扱いでありました。

　父の粟生屋源
げん

兵
べ

衛
い

は樂
らく

道
どう

入
にゅう

の茶碗を愛玩し、そ

の製法の秘
ひ

鑰
やく

を得んとして、京の陶家に入り５年

にわたり習い、小松に帰郷後、樂焼を業としまし

た。源右衛門は夙
つと

に父源兵衛に従ってその業を習

ったといいます。本
ほん

多
だ

貞
さだ

吉
きち

の名声を聞くに及んで

若杉窯で門に入り、「窯
かま

焚
た

き兼薬
くすり

懸
が

け見習い」と

して従事しました。このことから釉薬については

相当に習熟していたと思われます。

　吉田屋窯は九谷村で開窯しましたが、積雪や地

理的利便などの要因で、文政９年には山代温泉に

移窯しました。しかし聖地「九谷村」で開窯した

ことで「九谷焼」として加賀のみならず京都でも

高い評判を得ていました。

　ところが、ご隠居の息子で吉田屋当主の五代伝

右衛門五郎作が、文政 10 年に亡くなりました。

ご隠居の孫にあたる六代伝右衛門仙蔵が五郎作か

ら身
しん

代
だい

を譲り受けたときの「勘
かん

定
じょう

帳
ちょう

」によれば、

吉田屋窯に投入した初期投資の多額の借銀が残っ

ており、「哀
あわ

れなる身代なり」と感慨を記述して

います。仙蔵は移窯したばかりの本窯を焼成効率

をアップさせるために改造。さらに資本をかけて

起死回生を図りました。しかし、同年閏６月にご

隠居がその生涯を閉じたことで、吉田屋は精神的

支柱を失ったばかりか、資金繰りにも困り、かつ

ての使用人宮本屋宇右衛門からも資金調達を受け

るようになっていきました。ご隠居の死から４年

後、ついに天保２年（1831）５月に至って閉窯を

余儀なくしました。源右衛門はじめ従事していた

職人らは後ろ髪を引かれる思いで窯を後
あと

にしまし

た。吉田屋窯は九谷村と山代温泉での足掛け７年

間でその命脈を絶ち、窯は宮本屋に譲られたので

した。

吉田屋薬舗の看板：子孫の豊田家は明治以降近年まで大聖寺福田町で
漢方薬局を営んだ。商標は「福」。

九谷焼 の 世界に触れる ふかよみ九谷ヒストリア（全 10話６話）
「再興九谷の雄　吉田屋窯探究（下）」

文：九谷焼資料館館長　中矢進一

●人口　　　　50 , 2 97 人

男　25,017 人　　女   25,280 人

●世帯数　　19 , 2 02 世帯

人口と世帯数
2019 年 7 月１日現在

【ごみ袋のポイント】
＜指定ごみ袋＞　燃やすごみ、燃やさないごみ用です。3 つのサイズがあり、１袋
10 枚入りで、大（40 ℓ）250 円、中（20ℓ）200 円、小（10ℓ）150 円　※税込
小サイズは単身世帯や、燃やさないごみなど少量の場合にお使いいただくと便利
です。持ち手付きで、口がしばりやすくなっています。
＜プラスチック製容器包装専用袋＞　赤い文字の印刷が目印です。
町会・町内会で決められた集積場またはリサイクルセンターへ出してください。
■ペットボトルや空き缶などの資源は袋の指定はありません。指定収集場所の
カゴに直接入れてください。　　　　　問い合わせ　生活環境課（☎ 58‐2217）

（前月比＋49）

（前月比＋44）

　能美市温泉交流館「里山の湯」が７月 11 日に開
館 10 周年を迎えました。
　11 日、記念として先着 400 人に無料入浴券付
きの粗品がお風呂利用者にプレゼントされました。
開館時間前から並ぶお客様の姿もいつもより多い
様子でした。
　14 日に開催された「ウルトラアートＣａｆｅ」
では、焼き菓子や押しずしなどの飲食、手づくり
アクセサリーのお店や腕輪やモビールが作れるワ
ークショップが開かれました。
　11 日から 15 日にかけて館内はライトアップさ
れ、里山の湯入り口のガラス張りのスペースには、
「五彩キャンドル」と「里山の森」と題したウルト
ラアートの作品が飾られました。「五彩キャンドル」
は九谷の五彩をイメージしたキャンドルと里山の
湯のスタッフが折った折り紙を組み合わせた作品。
「里山の森」は市内の森林をイメージした木製のオ
ブジェとキャンドルを組み合わせた作品。それぞ
れライトアップされるとガラス面にキャンドルア
ートやオブジェが映りこむ作品で、幻想的な光景
を写そうと写真を撮る来館者の姿もありました。

里山の湯が
開館 10周年を迎えました11
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　 7 月 11 日はお風呂利用者先着 400 人に無料入浴券と粗品がプレゼ
ントされました。　14 日は先着 200 人にかき氷がふるまわれ、子ど
もたちにも好評でした。　14 日に行われた露天風呂に洋蘭が浮かぶ
「エンジェルフラワーバス」　  煎茶道松月流の煎茶を味わうコーナー
ではお風呂上りにゆったりとくつろぐ来館者の姿が多く見られまし
た。　フラッシュモブのダンスで 10周年のにぎわいを演出　 ハンド
マッサージ無料体験コーナー　   「ウルトラアートCafe」アクセサリー
ショップ　 館内から見える庭園はキャンドルやライトアップで飾ら
れました。　里山の森をイメージし作られたウルトラアートの作品
　ライトアップされた里山の湯　　 プロジェクションマッピングで
映し出される武腰敏昭先生の作品
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