
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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■ 根上図書館
「こどもおはなしランド」
　日時　10 月 19 日（土）14 時～

場所　根上図書館　おはなしのへや
　内容　人形劇「ぐりとぐらのえんそく」ほか
　出演　ね、おはなしよんでの会
■ 寺井図書館

「らいちゃんミニコンサート」
日時　10 月 15 日（火）12 時 30 分～ 13 時
内容　オカリナ演奏
対象　どなたでも
出演　ポコ・ア・ポコ

「おはなしリレー」
日時　10 月 26 日（土）14 時～
内容 ボランティアの皆さんによるリレー形式の
 読み聞かせ
対象　どなたでも
出演　図書館ボランティア

■ 辰口図書館
「ぬいぐるみおとまり会」

日時　10 月 12 日（土）10 時～
内容　持参したぬいぐるみと一緒におはなし会に参
加。その後ぬいぐるみは図書館に一泊します。
対象　どなたでも
定員　25 人（要申込み、定員に達し次第締め切ります）

※詳しくは、ホームページ、各図書館だよりをご覧ください。

ＭＧＣ
マラソンサバイバル
蓮見 恭子 [ 著 ]
光文社

ヤナギ通りの
おばけやしき
ルイス・スロボドキン [ 作 ]
瑞雲舎

東京オリンピック代表を賭
けた、マラソングランドチャ
ンピオンシップ「ＭＧＣ」。
女性ランナーたちが挑む一
発勝負の選考会で、オリンピ
ックへの切符を勝ち取った
のは誰だ !? 疾走感溢れるエ
ンタメスポーツ小説。

ハロウィンの夜、誰も住んで
いないはずのヤナギ通りのお
ばけやしきにあかりがともっ
ていました。小鬼に変装した
姉弟が「いたずらか、おかし
か！」と訪ねてみると、中か
ら出てきたおじいさんが「い
たずらをあげる」と言って…。

いしかわ動物園に行こう！

みんなの図書館
おすすめの一般書 おすすめの児童書

Event

20th
Anniversary

「秋」「秋」

「ゴミの分別」「ゴミの分別」

「リサイクル」「リサイクル」

① -1、① -2　
両手の指を少し開き縦に並べて交差を繰り返す。

① -1 ① -1

② -1①

① -2 ① -2

② -2

②

② -3①「ゴミ」右手の 5 指を折り曲げて、
左手の手のひらを 2 回たたく。
②「分別」
② -1、② -2、② -3　左手のひらの上
を右手で左右に分けて、振り上げる。

① -1、① -2　左手人差し指をまたいで右手人差し指を前に出す。
②右手人差し指を、元に戻す。

　2020 年の開館を目指して、現在、博物館を建設中です。昨年 10 月から始まった工事ですが現在は壁も立ち上がり、
博物館らしい姿になりました。

　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？

六鈴鏡をイメージした六角形の体
験棟の建設に着手しました。

本館屋上はコンクリート型枠が外
れ、壁面が完成しました。

皆さまをお迎えする本館正面玄関
が仕上がってきました。

　これまで色々なイベントで皆さんに描いていただいた、九
谷焼タイル。一部を歴史民俗資料館で展示しています。今後
も、みんなでつくる博物館プロジェクトなどで絵付け体験を
行います。皆さんの思いのこもったタイルで、新博物館を彩
りましょう！たくさんのご参加、お待ちしています！

新博物館の壁面を飾る九谷焼タイルもたくさん集まってきています！

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

これからも、広報で企画をお知らせしていきます。興味のある方は博物館事務局まで！ご連絡お待ちしております。
申し込み・問い合わせ　博物館事務局（☎ 52-8050）　日曜・月曜休館

　1999 年 10 月９日に現在のいしかわ動物園が開園

して、間もなく 20 周年の節目を迎えます。たくさ

んのご来園の方々からのご支援、地元能美市の力強

いご理解とご協力があってこその達成と、改めて感

謝申し上げます。

　この 20 年の間、本当にいろいろなことがありま

した。開園直前の動物引っ越しでは、石川県警のご

協力で、金沢市卯辰山にあった旧園から辰口の新園

までノンストップで行けるよう、全ての信号を青に

していただき、動物に負担がかからないよう配慮い

ただきました。オランウータンやチンパンジーの脱

走という不祥事は、今

でも心傷むできごとでし

た。トキの分散飼育やコ

ビトカバの赤ちゃん誕生

は、当園が取り組む希少

いしかわ動物園が開園20周年を迎えます■

動物の繁殖活動の成果かなと、ちょっぴり胸を張り

たい思いです。

　最近では、開園以来の名物動物たちが高齢になり、

世代交代の波が押し寄せ始めました。それと同時に、

私たちも次の 10 年へ向けてステップアップしてい

かねばなりません。能美市さんはじめ、多くの方々

からの温かな、そして厳しい一言がその原動力とな

ります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

ブロトスの空中散歩 開園テープカット

文：いしかわ動物園
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