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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。
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2023 年の加賀国立国 1200 年に向けて能美市と小松市が連携して南加賀にある遺跡
の魅力を発信します。
期 11 月 7日㈭ 、11 月 9日㈯ 10 時集合 集合場所  辰口図書館　
定各日 20 人（先着順）
持長靴、長靴の収納袋、昼食、飲み物、タオル、雨具
申込先 加賀立国 1200 年遺跡魅力発信委員会　事務局：小松市埋蔵文化財センター内
（☎ 0761-47-5713）申込期間 10 月５日㈯～
藪に分け入ることもあり、軽登山となります。（荒天中止）
同じ内容を 2回行います。都合の良い日を選んでください。
定員は 20 名です。定員に達し次第、申込み締切となります。

加賀国魅力発見フィールドワーク
「古墳を見つける山歩き part1 能美編」

催し

●九谷焼伝統工芸士会作品展（緑の間）
経産省所管の伝統工芸士で構成する団体「日本伝統工芸士会」に所属する九谷焼作
家の作品 37 点を展示。　期～12月１日㈰
●浅蔵五十吉の世界展（紫の間）
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21点を展示。期～10月27日㈰
◇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。後期展。期～ 10 月 27 日㈰
問九谷焼資料館（☎58‐6100）

パラリンピック正式種目であるボッチャとシッティングバレーボールを体験し、
2020 東京パラリンピックの関心を高めるとともに、健常者と障がい者の相互理解、
ならびに共生社会の輪を広げましょう。
主催　　特定非営利活動法人　WiWi キッズクラブ（学童クラブ）
期 10 月 12 日㈯ 10 時～ 12 時 所 久常コミュニティセンター
対 小学生、地域の方など  講師 橋本 由起枝 氏 ( 石川県障がい者スポーツ指導員　シッ
ティングバレーボールクラブ 石川あいあい 代表 監督 )
持タオル、飲み物、体育館シューズ
申 問 WiWi キッズクラブ 
代表　南 裕紀 ( ☎ 070‐4319‐5079）

九谷焼資料館
九谷焼伝統工芸士会作品展／浅蔵五十吉の世界展

2019　パラスポーツを体験しよう！

展覧会撤収および展示替えのため 10
月 15 日㈫～ 16日㈬まで浅蔵五十吉美
術館を臨時休館させていただきます。
どうかご容赦、ご理解くださいますよ
うお願いします。

10 月 14 日（月・祝）まで開催している
産地の総合芸術祭「ＫＵＴＡＮｉｓｍ」
名工 選「ＮＥＸＴ九谷」展について
詳しくは資料館ホームページをご覧く
ださい。

期 10 月 29 日㈫ 14 時～ 16 時 所 石川
県南加賀保健福祉センター１階大会議
室（小松市園町ヌ４８番地）
内講演「うつ病の理解と対応」と家族
交流会 講師及び助言者 加賀温泉駅前ここ
ろクリニック 長谷川 英裕 氏　　
対うつ病等患者の家族
締 10 月 22 日㈫
申 問 石川県南加賀保健福祉センター　
健康推進課（☎ 22-0796）

うつ病家族教室を開催します

全国地域安全運動とは、住宅侵入などの身近な犯罪の抑止力とな
る「地域安全活動」への関心を高めるための強化期間です。
　一人ひとりが【安全・安心】を実感できる社会となるために、
日々の住宅や車・自転車に対する【鍵かけ】
が防犯となり、「無理せず」「気長に」続け
られる犯罪の抑止となります。
できることから防犯活動をはじめましょう。
能美防犯協会・能美警察署

日　時 令和元年 11 月 9日（土）　10 時 30 分～ 11 時 30 分
対　象 能美市にお住まいの方（小学生以上を対象）
 ※中学生以下の参加は保護者同伴
募集人数 40 名程度（※応募多数の場合は抽選、結果は申込代
表者に連絡）
申し込み 10 月 1 日（火）～ 10 月 31 日（木）<当日必着 >
内　容 北陸新幹線高架橋工事見学（説明／鉄道・運輸機構）
主　催 能美市企画振興部市長戦略室

【申し込み方法】　ハガキ、FAX または電子メールでご応募ください。
※１回につき、3名までお申込みが可能です。
※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）を明記の上お申込みください。
※電子メールの場合は、タイトルを「北陸新幹線工事見学会」としてく
ださい。
【申込先】能美市　企画振興部市長戦略室
〒 923-1297　能美市来丸町 1110 番地
TEL:0761-58-2204、FAX:0761-58-2291、MAIL:senryaku@city.nomi.lg.jp

令和元年全国地域安全運動の実施
10月 11 日（金）～ 10月 20 日（日）

くらしに関する情報をお知らせします

問 /管財課（☎ 58‐2205、FAX 58‐2290）

能美市一般競争入札による
市有地売却情報

一般競争入札で市有地を売却します。売払い物件の概
要や入札予定日は次のとおりです。
▶ 物件　旧寺井警察署跡地
▶ 物件所在地　寺井町り４４番 1、り４５番 1
▶ 地目　宅地・面積：2,695.66 ㎡
▶ 入札予定日　令和元年 10 月 11 日
▶ 入札申込締切　令和元年 10 月４日
入札についての詳細情報は能美市ホームページをご覧
ください。
※入札参加者に制限がありますのでご注意ください。元気いっぱいの仲間たちと大自然の体

験をしませんか。
期 10月 27日㈰ 10時～ 14時（途中参
加OK） 所 和田山史跡公園 対保育園年
長以上の親子、中学生以上は１人でも
参加OK  費無料（要予約） 内野外料理、
ネイチャーゲーム
申 問 ボーイスカウト根上第１団
吉田（☎090‐3293‐0467）

ボーイスカウト
親子でキャンプ

問 /納税課（☎ 58‐2207、FAX 58‐2292）

市税などのスマホ決済サービス
が一部変更になります

　令和元年９月 29 日をもってヤフー公式アプリによ
る収納は終了となり、PayPay 株式会社に事業が継承
されることになりました。
　詳細はヤフー株式会社、PayPay 株式会社のホーム
ページ、スマホ収納については市ホームページをご覧
ください。

◀市ホームページQRコード

申・問 /スポーツ振興課（☎ 58‐2273、FAX 55‐8555）

運動と睡眠の関係性を
検証するモニター募集！

　スポーツ振興センターとの共催事業（Ａ４Ｓ）で運
動と睡眠の関係性を検証するために、６週間程度の調
査を実施します。睡眠や運動で悩んでいる方はぜひご
応募ください。参加者特典として、協賛企業である㈱
エアウィーヴの一部商品を割安で購入できます。また、
参加者の中から抽選で、㈱エアウィーヴのピローがプ
レゼントされます。
▶ 検証期間　10 月 19 日（土）～ 11 月 30 日（土）
▶ 応募締切　10 月 10 日（木）

◎総務省行政相談センター きくみみ石川（石川行政評価
事務所）金沢市西念 3‐4‐1金沢駅西合同庁舎４階
直通：（☎ 076-222-5232）
行政苦情 110 番：（☎ 0570-090-110）
※行政苦情１１０番は、土・日・祝日および夜間（17
時 30 分から翌日８時 30 分）は留守番電話で受け付
けています。（ FAX 076-222-5233）

10 月７日（月）～ 10 月 13 日（日）

行政相談週間

　総務省では、国の行政全般について皆さんからの苦
情や意見・要望などを受け付け、行政運営の改善に役
立てる行政相談業務を実施しています。
　市内で行っている行政相談の開催日程などについて
は毎月の「広報のみ」をご覧ください。（今月は、27
ページです）
◎能美市の行政相談委員
清水一雄さん（岩内町）　　中浦八重子さん（牛島町）
本多他家志さん（大成町）

問 /総務課（☎ 58‐2200、FAX 58‐2290）

新幹線の工事現場を見に行きませんか？

浅蔵五十吉美術館
◆臨時休館のおしらせ
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今年は、迫力あるバンドの生演奏で、
懐かしいヒット曲や新曲を踊りやダン
スと共演しながら歌います。
期 10 月 20 日㈰ 13 時開演
所 寺井地区公民館２階大ホール
問  河村良平（☎ 57‐0921）

皮膚科医師による「皮膚トラブルにつ
いて」、ソーシャルワーカーによる「活
用できる制度について」の講義や、ス
トマを使用する患者さんが生活のしづ
らさや工夫していることなどについて
情報交換をします。
期 10 月 29 日㈫ 14 時～ 16 時 所小松
市民病院南館４階第２研修室 対 スト
マを使用している人とその家族 持ご使
用のストマパウチ 申 前日までに電話
でお申込みください。
問小松市民病院つながるサポートセン
ター（☎ 22‐7111、 FAX 22‐7199）

２本のポールを持って自然の中を楽し
く加賀の街並みを歩きませんか。歩い
た後はランチをし、その後太極拳を体
験します。
期 10 月 30 日㈬ 10 時～（集合：９時
45 分）※雨天決行 集合場所  加賀市役所
費 2,000円（ポールレンタル代、食事代）
持運動靴やトレーナーなどの動きやす
い服装、タオル、飲み物 締 10 月 20
日㈰
問南加賀女性スポーツの会 下出
（☎ 090‐7743‐8131、 FAX 73‐3365）

すまーとの会
（ストマを使用する患者の会）

女性対象
ノルディックウオーキング＆太極拳

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。
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プログラム 第1部：小林秀雄作品集から女
声合唱曲集「落葉松」 第2部：「あっちー
ね」による演奏  ヴァイオリンとピアノ
のデュオ 第3部:思い出の歌・楽しい歌
期 10月６日㈰13時30分開場、14時開演  
所 根上総合文化会館
問  はまゆうコーラス会長　高塚和美
（☎55‐3558）

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 10 月 12 日㈯ 13 時 30 分～ 16 時
30分 所こくぞう里山公園交流館 （和気
町い 21-1） 内 冬野菜の準備~種採り~ 
講師 （一社）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、2000 円（年間 8回）
申 問 はぐはぐ河並
（☎ 090‐2837‐5296）
（ tsunagaruhug89@gmail.com）

たくさんの市民が集い、楽しみながら
ボウリングで汗を流しましょう！
期 10 月 13 日㈰ 10 時～ 所 百万石リ
ゾートレーン 費 3,000 円
対 能美市民
問市ボウリング協会 西村幸保
( ☎ 080‐4254‐0634）

はまゆうコーラス 40th 
Anniversary Concert 第 6 回 nomi 自然農法塾 開催 !

第１回 市長杯ボウリング大会

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。

[ 子どもの個性・特性を「強み」とし
て育むために大切なこと～のびのびと
成長している子どもから発達特性を持
つ子どもまで～ ] と題し、児童相談所
職員が講演します。
期 10 月 27 日㈰ 13 時～ 15 時 30 分 所
白山市福祉ふれあいセンター  定 50 人
対 幼児や小・中学生の子どもを持つ保
護者 申 石川県オレンジリボンキャン
ペーン実行委員会へ電話もしくは FAX
でお申し込みください。（☎ 076‐225‐
1421、 FAX 076‐225‐1423）

オレンジリボンキャンペーン
「子育て講座」

麓に霊水堂があり、古くから信仰の里
山で知られています。さわやかなこの
季節、コナラやアオハダ等の雑木林を
ガイドと一緒に楽しみながら歩いてみ
ませんか。
期 10月 19日㈯９時～14時頃
集合場所  むくろじ広場駐車場
定 20 名 費大人 1,000 円、高校生以下
500円
問 能美の里山ファン倶楽部
（☎／ FAX 51‐2308、  info@nominosa
toyama.com）

里山ガイドハイク
～遣水観音山～

ふるさとの良さ再発見！里山に触れながら体験ができる素朴なイベントです。13 日
は、わらでできた巨大オブジェや収穫体験等、20 日はたたら製鉄や人形劇＆オカリ
ナ演奏等があります。地域の方と一緒に里山を堪能しましょう。
①こくぞう里山公園…９月 29 日㈰ 10
時～ 15 時
②金剛寺町…10月 13 日㈰ 10時～ 15時
③仏大寺町…10月 20 日㈰ 10時～ 15時

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！」

献血は身近なボランティアで、皆様の
善意に支えられた活動です。ご理解と
ご協力をお願いします。本人確認が必
要な場合がありますので、運転免許証
など身分を証明するものをご持参くだ
さい。
①期 10 月４日㈮ 13 時 30 分～ 16 時
所 能美市役所本庁舎 
②期  10 月 23 日㈬９時 30 分～ 12 時
30 分、13 時 30 分～ 16 時 所 寺井地
区公民館１階ロビー
対 16 歳～ 69 歳の健康な方
問  福祉課（☎ 58‐2230）

献血にご協力ください

「今日の星空解説」約 15 分
「月の仲間たち」約 13 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　未就学児は保
護者同伴でお願いします。
定 40 人
問 根上学習センター（☎ 55‐8560、
FAX 55‐8573）

根上学習センター
10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。
星空観察会☆秋の星座と土星
期 10 月５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）
星空教室☆二重星のはなし
期 10 月６日㈰ 10 時 20 分 所 根上学習
センター プラネタリウム 定 40 人
問 根上学習センター
（☎ 55‐8560、 FAX 55‐8573）
予約は不要です。

学校施設の見学や授業参観を通して、
本校教育への理解を深めるため、次の
日程で開催します。
期 11 月２日㈯学校祭９時 15 分～ 15
時、11 月６日㈬、７日㈭９時 30 分～
14 時 所石川県立小松特別支援学校（小
松市金平町丁 76 番地）
問 石川県立小松特別支援学校（☎ 41‐
1215、 FAX 41‐1105）

星空教室
星空観察会

小松特別支援学校
学校公開

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 東川 三樹男
有田 和左

催し

次のとおり訓練生を募集します。
訓練科名 ＣＡＤオペレーション科 
訓練期間 令和元年 11 月 29 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 10 月 31 日㈭まで 選考日
11 月 11 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

秋冬物のベビー、子ども服＆子育てグッズ、おもちゃなどを販売します。
期 10 月 27 日㈰ 13 時～ 15 時
所 寺井地区公民館 大ホール
出店数 18 店舗 ( 先着順 ) 能美市限定
出店料  無料
出店受付期間 10 月 7日㈪ 12 時～ 10 月 11 日㈮ 15 時
申 問能美市子育て支援センター （☎ 58‐8200）
出店者用のフリー休憩 &キッズ部屋を用意しますが、
お子様は保護者同伴でご利用ください。主催 のみ♡子育てネットワーク

秋冬物子育て応援フリーマーケット出店者募集！

募集

てらい愛唱会
第 40回「市民歌謡の集い」
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時 /時間　場 /場所　料 /料金　問 /問い合わせ

10
月

11
月

世界各国の料理を楽しめるワールドキッチンや
音楽や踊りなど国際色豊かなワールドステージ
を通して外国の文化に触れる一日です。雑貨の
販売など盛りだくさんの企画をご用意していま
すので、皆さんどうぞお越しください。

　能美・小松在住の九谷焼現代名工が選抜、推薦した、
次世代を担う気鋭の九谷焼作家たち「ＮＥＸＴ九谷」の
作品 43 点を展示。「九谷」をキーワードとした能美・小
松両市連携事業「KUTANism」のメインとなる展覧会で
す。会期中様々なイベントを開催予定。詳しくは九谷焼
資料館ホームページをご覧ください。

● 入館料　一般 430 円、高校生以下無料
　　　　　（九谷焼資料館と共通券です）

● 問い合わせ　九谷焼資料館（☎ 58-6100）
● 問い合わせ 能美市国際交流協会（☎ 57-3751）
 観光交流課（☎ 58-2211）

入場無料 事前申込制

６ 日 （日）

第 15回能美市民スポーツフェスティバル（寺井地区）
時／ 10 時～　場／寺井小学校運動場（雨天の場合は中止）　問／寺井地区公民館（☎ 57-0030）

第 15回能美市民スポーツフェスティバル（辰口地区）
時／集合 12 時　競技開始 12 時 30 分～　場／物見山陸上競技場（雨天の場合は中止）　
問／辰口地区公民館（☎ 57-0030）

12 日 （土）
お楽しみ劇場　シャドウエンターテイメント「Wonder　Shadow　Labo（ワンダー シャドウ ラボ）」
時／開場 13 時　開演 13 時 30 分　場／根上総合文化会館 音楽ホール「タント」
問／各児童館（代表☎ 58‐5425）

13 日 （日）

第 15回寺井地区一周駅伝競走大会
時／８時 30 分　開会式（寺井地区公民館前）９時　スタート（寺井小学校前）
10 時ごろ　ゴール（寺井分室駐車場）　問／寺井地区公民館（☎ 57-0030）

第 14回寺井地区ソフトバレーボール大会
時／ 12 時 45 分　開会式、13 時スタート　場／寺井体育館　問／寺井地区公民館（☎ 57-0030）

15 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声掛けをお願いします。問／生涯学習課（☎ 58‐2272）

19 日 （土）

拉致問題啓発舞台劇公演
場／根上総合文化会館 音楽ホール「タント」　時／開場 13 時 30 分　開会 14 時
申込締切／ 10 月５日（先着 500 人）申込方法など詳細は市ホームページまたはフェイスブックを
ご覧ください。問／危機管理課（☎ 58‐2201）

２ 日 （土）
～ 10日㈰　能美市総合文化祭
場／根上総合文化会館など　問／生涯学習課（☎ 58‐2272）
詳細は『広報のみ 10 月号』と一緒に配りましたパンフレットをご覧ください。

３ 日（日・祝）
能美市賞・能美市表彰　表彰式
時／ 10 時～　場／根上総合文化会館　問／総務課秘書室（☎ 58‐2202）

シルバー人材センターでは、高齢者の
就業の場の確保やボランティア活動な
どの社会参加を通じての地域貢献活動
を行っています。また、活動を通して、
会員自身の生きがいや健康づくりを推
進し、地域の活力となっています。
毎年10月を「事業普及啓発促進月間」と
し、理解と就業の機会の確保に努めて
います。入会をご希望の方は、ぜひセン
ターにお越しください。
問 公益社団法人能美市シルバー人材セ
ンター（寺井町る68番地１）
（☎58‐4060、FAX58‐4061）

シルバー人材センター
「事業普及啓発促進月間」

中小企業退職金共済制度は国がサポー
トする中小企業のための退職金制度で
す。
掛金は全額非課税で一部を国が助成、
パートさんや家族従業員も加入でき、
社外積立のため管理も簡単です。
※ 詳しくは「中退共」で検索し、ホー
ムページをご覧ください。
問中小企業退職金共済事業本部
（☎ 03-6907-1234、 FAX 03-5955‐8211）

河川での「サケ」の捕獲は、水産資源
保護法により禁止されています。違反
すると、１年以下の懲役または 50 万
円以下の罰金に処せられる場合があり
ますので、ご注意ください。産卵のた
め、生まれた川に帰ってきたサケの資
源保護にご協力をお願いします。
問 石川県農林水産部水産課（☎ 076-
225-1652)

河川でサケを採らないで！

中小企業退職金共済制度を
活用しませんか

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。

　各ご家庭に設置してある水道メーターは、計量法に基づき 8年毎に取り替えを行っ
ています。
　９月 30 日より、市から委託された業者が、今回対象となるご家庭の水道メーター
を取り替えに伺いますので、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、取り替えの作業に伴い、お客様に支払いが発生することはありません。
問上下水道課（☎ 58‐2261）

水道メーターの取り替えについて

公正証書は、法務大臣が任命する公証
人が作成する公文書で、極めて強い証
明力があります。
「遺言」や金銭の貸し借り、土地建物
の賃貸借などの「契約」は、公正証書
にしておくと安全確実です。老後に備
えて療養看護や財産の管理を委託する
任意後見契約は公正証書ですることに
なります。
公証役場では、会社の定款や私文書の
認証、確定日付の付与などの仕事もし
ています。必要な書類や手数料は公証
役場にお問い合わせください。相談は
無料です。
問 小松公証役場（小松市日の出町１
-126 ソレアード２階）（☎ 22‐0831）

10 月の替わり湯は『はとむぎ湯』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 10 月８日㈫ 所 里山の湯（露天風呂） 
費 大人 520 円、小人 100 円、３歳未
満無料 
問 温泉交流館 里山の湯（☎ 51‐2183）

臨時休館について
里山の湯は施設改修のため臨時休
館します。利用者の皆様には大変
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解
の程、よろしくお願いします。
◆休館日 11 月 12 日㈫～ 11 月 15
日㈮の４日間◆

石川県最低賃金　時間額 832 円（改正
発効日　令和元年 10月２日）
使用者は、これより低い賃金で労働者
を雇用することはできません。詳細は
石川労働局（☎ 076-265-4425）また
は最寄りの労働基準監督署にお尋ねく
ださい。また、石川労働局のホームペー
ジもご覧ください。

必ずチェック最低賃金！
使用者も　労働者も

のみ活倶楽部とは？…地域で開催している活動で、簡単な体操や脳トレを行います。
のみ活倶楽部指導員になると町会・町内会での「のみ活倶楽部」などで行う、体操
や脳トレーニング・認知症予防などの知識と技能が身に付き、指導員として活動で
きます。
受講期間 ５日間（講義・実技）11 月１日・８日・15 日・22 日・29 日（いずれも金曜
日 13 時 30 分～ 15 時 30 分）受講場所 辰口福祉会館
受講条件 市内在住で、５日間受講後「のみ活倶楽部」などで活動できる人。
経験の有無は問いません。
定 10 人 費 2,000 円（教材費含む）締 10 月 25 日㈮
申 問 能美市ふるさと振興公社 健康づくり推進室（☎ 52‐8032）

「のみ活倶楽部指導員養成講座」受講者募集

お知らせ 募集

遺言や契約は公正証書で
10月１日から「公証週間」

里山の湯
月替わり湯・臨時休館のお知らせ

お知らせ

◀牟田陽日 作
　「えびす」
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