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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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期①２月12日㈬15時～17時 ②２月28
日㈮14～16時 所 南加賀保健福祉セン
ター（小松市園町ヌ４８番地）
内①講話「ひきこもりの背景とその対
応について(仮題)」・意見交換会
講師：加賀こころの病院 院長(児童精
神)棟居 俊夫 先生
②講話「ひきこもり当事者からのメッ
セージ」（ひきこもりサポーター２名）
／情報提供「社会資源について」（ここ
ろの健康センター職員）／意見交換会
対ひきこもりや不登校で悩んでいる家
族、支援者
開催前日までに、電話でお申し込みく
ださい。
申 問石川県南加賀保健福祉センター　
健康推進課（☎22‐0796）

ひきこもり家族教室

発達障がいなど気になるお子さんの悩みをグループ相談会
で話してみませんか？
「グループ相談会」では、発達障がい児の子育て経験者が
皆さまに寄り添って、お話を伺い、必要な情報をお届け
します。ひとりで悩まず、安心して、お越しください。
期２月 21 日㈮ 10 時～ 12 時
所辰口福祉会館　301・302号室
対発達障がい・その傾向のあるお子さんの保護者
費無料、事前申し込み制 締２月 10日㈪
相談員：石川県在住のペアレント・メンター
（「ペアレント・メンター」とは、発達障がいの子どもを
育てている同じ立場の親で、相談にのるための研修を
受けた者です）
申 問 石川県発達障害者支援センター「パース」内
ペアレント・メンター相談会担当（☎076‐257‐1918、FAX 076‐257‐1916）
相談される方の人権を尊重し、相談中に知りえた事項に関しては、他者に漏らすこと
はありません。

グループ相談会のお知らせ

子どもに診断がでた。
どうしたらいいのだ
ろう

子どもに向いている
学校は、どこだろう

専門家に相談する
前に情報が欲しい

このつらい気持ちをわかっ
てくれる人に話したい！

♦第16回石川県陶芸協会展
九谷焼の吉田美統氏、武腰敏昭氏や大
樋焼の大樋陶冶斎氏など石川県を代表
する陶芸作家で構成する県陶芸協会の
作家作品34点を展示。
期～３月15日㈰ 所  緑の間
♦特別企画展「青い九谷～染付の展開
～」展
欧米で「ブルー&ホワイト」、中国で「青
花」とも呼ばれる染付磁器の技法は、中
国から伊万里焼を経て、九谷焼に伝わ
り、「藍九谷」の呼称で江戸時代から現代
に至るまで制作され続けています。その
展開を示す当館の研究資料コレクショ
ンを中心に染付の展開を示す約40点を
展示。
期～３月15日㈰ 所  紫の間
◇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。

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）九谷焼資
料館（☎58‐6100）

催し

九谷焼資料館２月の催し

申込期限：２月 20日（木）

コミュニケーション力を高め、
会話美人を目指しましょう。

話し方のコツや面接に役立つ
仕草などを学びます。

第一印象をよくするメイクテク
ニックを学びます。

地域振興課（☎ 58‐2212）

第１部：面接マナー講座

第２部：身だしなみ講座

問い合わせ・申し込み

２月26日（水）
 10:00~12:00

寺井地区公民館

中川 真由美 氏
（オフィスワン 代表）

日 時

場 所

講 師

岡田 早代子氏
（キャリアコンサルタント）

石川 万里子 氏
（ビューティーアドバイザー）

講 師

講 師

２月６日（木）
 10:00~

寺井地区公民館

日 時

場 所

市では、自殺における基本的な考え方
の普及啓発や当事者が支援を求めやす
い環境づくり・地域づくりに努めてい
ます。
講演会
「自殺・こころの病を予防するために
～寄り添うあなたができること～」
講師：小幡 大仁 氏
期３月７日㈯ 14 時～ 15 時 30 分　
（※ 13 時 30 分開場）
所  辰口福祉会館 多目的ホール
入場無料
手話通訳・要約筆記あります

講師プロフィール
幼馴染をうつにより亡くした経験から
ソーシャル・サポートの必要性を強く感
じ Light Ring. に入社。
若者の自殺、うつの社
会問題について身近な
支え手を養成・支援す
ることにより解消され
ていくことを目指して
活動している。

問健康推進課
（☎ 58‐2235 FAX 58‐6897）

◎こころやすらぐブックフェア◎
こころやすらぐ本の貸し出しや相
談窓口の紹介を行います。
期３月１日㈰～30日㈪
所 根上図書館（☎55‐8570）

◎こころの相談（予約制）◎
精神科医がこころに関する相談に
対応します。
問我が事丸ごと推進課　
（☎58‐2234）

３月は「自殺対策強化月間」です
講演会やブックフェアを開催します

次のとおり訓練生を募集します。
訓練科名 ・自動車整備科・溶接科・情報
ビジネス科・生産設備製造科・CADオ
ペレーション科 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 受付期限 ３月５日㈭ 選考日時 ３月
16 日㈪ 選考方法 適性検査、書類選考、
面接 提出書類 各ハローワークにありま
す。申各ハローワーク
問 石川県立小松産業技術専門校（☎
44‐1183 FAX 44‐4267）

能美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）の年６回、ハンディーターミナル
（携帯用情報端末）で検針する仕事で
す。女性の方が多数活躍しています。
対 20 歳～ 70 歳までの健康な男女
仕事内容など気になる点がありました
ら、下記までお問い合わせください。
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）

令和２年度　石川県立小松産業
技術専門校　前期訓練生募集 水道検針員　募集

本科を卒業した者および卒業見込みの
者または美術陶芸等に関する専門的知
識および技能が同等以上であると認め
られる者を対象に研究科の研修生を募
集します。募集人数は12人です。
受付期限 ２月 14 日㈮ 出願方法 出願書類
を直接持参または郵送 試験日 ２月 21
日㈮ 10 時 35 分～
合格発表 ２月 28日㈮ 10時 
申 問石川県立九谷焼技術研修所
（☎ 57‐3340 FAX 57‐3342）

令和２年度石川県立九谷焼技術研修所
研究科研修生２次募集

募集

期２月29日㈯13時30分～15時30分
所 小松市第一地区コミュニティセン
ター「まなびラボ」
講師 堤野みち先生（城北病院リウマチ科）
演題 「関節リウマチの治療戦略と合併
症（骨粗鬆症について）」
問日本リウマチ友の会石川支部　高谷
さん（☎ FAX 076‐261‐7914）

成年後見、障害年金などでお困りの方、
年金・社会保障の専門家 社会保険労
務士がご相談に応じます。お気軽にご
相談ください。
期 2 月 18 日㈫ 10 時～ 15 時  所 能美
市立病院２階会議室 申 一般社団法人
社労士成年後見センター石川（☎ 076
‐292‐2066）
問能美市立病院（☎ 55‐0560）

令和２年度「中庄町丸いも娯楽会」の
会員を募集します。いろいろな農業体
験やイベントを予定しています。
活動場所 根上地区の丸いも畑、中庄公民
館 定 50 人 費 １口 3000 円（丸いも 10
個）＋事務費１人500円 締 ２月 29日㈯

申 問 中庄町丸いも娯楽会
事務局
（☎ 080‐1425‐9005）

加賀地区リウマチ講演会成年後見・障害年金無料相談会 加賀丸いもを
作ってみませんか

催し
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時 /時間　場 /場所　問 /問い合わせ　料 /料金

２
月

16 日（日）

まなびフェスタ 2020
時／午前の部 10 時～、楽器演奏体験 12 時 30 分～、午後の部 13 時～
場／根上総合文化会館、根上学習センター、寺井地区公民館
問／生涯学習課（☎ 58‐2272、 FAX 55‐8555）
申し込みや内容など詳細は、広報のみ１月号または市ホームページをご覧ください。

17 日（月）

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、 FAX 55‐8555）

令和２年能美市立志式
式典後に記念講演会があります。一般の方も聴講できます。
時／ 14 時～　場／根上総合文化会館　問／生涯学習課（☎ 58‐2272、 FAX 55‐8555）

22 日（土）

地域力創出支援事業成果報告会
公共的な課題を解決するまちづくり活動を支援する「地域力創出支援事業」補助金に
令和元年度採択された４団体が活動成果を報告します。
時／ 13 時 30 分～　場／市民協働まちづくりセンター「のみにこ」
発表団体：松が岡クラブ、くくり徳山、能美子ども食堂ネットワーク、
五間堂歴史文化研究会
問／地域振興課（☎ 58‐2212、 FAX 58‐2291）

「誕生日」「誕生日」 「いつ？」「いつ？」

① -1、① -2　両手の指をすぼめてお腹のあたりに構え、開きながら斜め下へ出す
「生まれる」という意味
② -1、② -2、② -3　両手を上下に並べ、同時に親指から順に指を曲げて握る
「月日・日にち」という意味

① -1、① -2　「月日・日にち」の
手話を表しながら、首をかしげて
疑問の意味を表現する

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

① -1 ① -2 ② -1 ② -2 ② -3 ① -1 ① -2

「平成」「平成」

① -1、① -2　甲を上、指先を前に
向けた右手を水平に右へ動かす

① -1 ① -2

「昭和」「昭和」

①右手の親指と人差し指を伸ばし
て首にあてる（近づける）
②首に沿って軽く前へ出す（「ハ
イカラー」のイメージ）

① ②

「大正」「大正」

① -1、① -2　右手の親指と人差
し指を鼻の下に沿って右にはね上
げ、「口ひげ」を描くようにする

① -1 ① -2

「今月の手話」を動画で確認することができます。市ホームページで公開していますので、ぜひご覧ください。
○トップページ>暮らし >障害者福祉>手話動画

動画配信中 手話ページＱＲコード▶

●「今日の星空解説」約 15 分
●「神秘の光・オーロラ」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）

「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☆エリダヌス座をさがす
期２月２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☆冬の星座と大きなダイヤ
モンド期２月 29 日㈯ 19 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

根上学習センター
２月のプラネタリウム定時投映

普段の生活の中で、目が見えない、見え
にくいという悩みを抱えていませんか。
目が見えない人、見えにくくなって困っ
ている人のための福祉相談会を開催し
ます。また、いろいろな機器を手に取っ
て体験もできます。
期３月５日㈭ 10 時～ 15 時 所 能美市
役所本庁舎 地下会議室 相談内容 更生相
談など 体験内容 音声時計・血圧計・体
温計・体重計、拡大鏡、音声パソコン
体験、その他日用品の展示・体験
申 問福祉課（☎ 58‐2230）、石川県視覚
障害者協会（076‐222‐8781）

目が不自由な方のための
福祉相談会

「障害のある人もない人も共に暮らし
やすい石川県づくり条例」（共生社会
づくり条例）が令和元年 10 月から施
行されました。
共生社会の実現を目指して、地域コ
ミュニティにおける交流や支え合いを
広げていくため、地域住民が障がい者
の日常生活での困りごとや、そうした
場面における支援・声かけなどの手法
を学べる講習会を開催します。
この講習会は、市社会福祉協議会が主
催する「春まちぽかぽかプロジェクト」
のプログラム⑰として実施します。

期２月 28 日㈮ 10 時～ 11 時 30 分
所 ふれあいプラザ
主催：石川県障害保健福祉課、福祉課
講座内容

①共生社会づくり条例についての説明
②各障害の特性理解と必要な配慮など
を紹介（講師：相談支援センターなご
み 堂前美春氏）
③相談会（参加者の悩みや疑問に講師
がお答えします）
申社会福祉協議会（☎ 58‐6200）
問福祉課（☎ 58‐2230）手話通訳など
配慮が必要な方は２月 17 日㈪までに
ご連絡ください。

障がいのある人もない人も共に暮らしやすいまちへ
共生社会づくり講習会の開催

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）

さらいギャラリー情報　２月

陶芸 書

福島 武山 南 草苑
川形 如蘭

昨今、全国的に問題となっている空き
家問題について考えるセミナーを開催
します。専門家の方に空き家の対策や、
有効活用方法などをご講演いただきま
すので、空き家をお持ちでお悩みの方
はぜひこの機会にご参加ください。参
加無料、事前申し込みは不要です。
期３月３日㈫ 19 時～ 所 寺井地区公民
館 301 会議室 内（公社）石川県宅地
建物取引業協会、（特非）くらしの経
済情報センターによる講演
問生活環境課 （☎ 58‐2217）

応急手当の方法を身につけたい、受講
してみたいけど１人（少人数）なので
申し込みにくいと思っている方などを
対象に定期講習会を実施しています。
講習では、心肺蘇生とＡＥＤの使用方
法、止血処置、異物除去などを学ぶこ
とができます。
期３月 14 日㈯ 13 時～ 16 時 所 防災セ
ンター 定 15 人（市内在住または在職
の人）持ち物は特に必要ありません。
動きやすい服装でお越しください。
申 問消防本部 警防課 （☎ 58‐5119）

能美市空き家対策セミナー応急手当定期講習会

２月の替わり湯は『ドクダミ湯』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 ２月 11 日（火・祝）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）

里山の湯月替わり湯

有
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能美市有料広告募集
　能美市有料広告（ホームページバナー、広報紙、のみ
バス車内額面）を募集します。
　市ホームページ・トップページの下段にある「広告」
バナーをクリックすると、広告の種類や要項が表示され
ますので、ご希望される方は、ご確認いただきお申込み
ください。
■申し込み・問い合わせ 市長戦略室（☎ 58‐2204）
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