
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
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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。

自然とともに暮らす知恵を学びなが
ら、里山を冒険する野外体験プログラ
ムです。山や川の生き物観察やかんじ
きハイクなどを行います。
※詳細はお問合わせください。
期年４回実施　９時～ 16 時 対小学生
定 20人 /回 費 3,000 円／回
申 問 能美の里山ファン倶楽部（☎ FAX
51‐2308 info@nominosatoyama.
com）

小松北高校では、パソコンと陶芸の聴
講生を募集しています。
期パソコン：４月21日～令和３年２月
16日の火曜日15時 05分～16時 35分
（全 30回）、陶芸：４月22日～令和３
年２月17日の水曜日 15時 05分～ 16
時 35分（全30回） 所 小松北高校（小
松市島田町イ85番地１） 定 パソコン８
人（未経験者優先）、陶芸 10 人 費 パ
ソコン１万 2,000 円、陶芸１万 5,000
円
申 ４月2日～13日の間に、小松北高校
事務室で参加費を添えて申し込んでく
ださい。※電話・ＦＡＸ不可
問小松北高校 (☎ 0761‐21‐5321)

県立小松北高校聴講生募集

小学生対象
里山自然学校  参加者募集

昭和36年4月1日以前に生まれた方（60
歳以上）を対象に開催されます。
期４月 19 日㈰、５月 10 日㈰、13 日㈬、
15 日㈮、16 日㈯、17 日㈰、21 日㈭、
23 日㈯、24 日㈰、31 日㈰※種目で開
催日が異なります。美術展は 5 月 20
日㈬～ 27 日㈬ 所いしかわ総合スポー
ツセンター、石川県北部公園ほか
種目 ソフトボール、ペタンク、マラソン、
太極拳、水泳、ボウリング、還暦野球、
俳句、健康マージャン、美術展 など  
締４月 10 日㈮
申 問 介護長寿課 ( ☎ 58‐2233 FAX 58‐
2292) ※種目や申し込み方法など、詳
しくは介護長寿課へお問い合わせを。

防衛省自衛隊では大学卒業生を対象と
した幹部自衛官を募集します。
受付期間 ～5月1日㈮ 募集種目 一般幹部、
技能、医科、歯科、薬剤、パイロット
などのコースが選べます。応募資格 22
歳以上 26 歳未満の者、大学院卒は 28
歳未満の者 試験期日 1 次　5 月９日㈯
筆記試験、10 日㈰飛行要員のみ
2次　6月９日㈫～ 12日㈮のうち指定
する 1 日 合格発表 陸上自衛隊 7 月 22
日㈬、海上自衛隊７月 31 日㈮、航空
自衛隊 8月 28 日㈮
問自衛隊小松地域事務所　小松商工会
議所会館1階（☎24‐5180 、http://ww
w.mod.go.jp/pco/ishikawa

ゆーりんピック 2020
出場者募集

2020 年度自衛官募集案内
（一般幹部候補生）

令和２年９月から、マイナンバーを活用した消費活性化策（マイナポイント）の取
り組みが国で実施される予定です。キャッシュレスでチャージまたは買い物をする
と、25%のポイントが付与（一人当たり上限 5,000 円分）され、付与されたポイン
トはキャッシュレスの買い物などに利用できます。ポイントの付与には申し込みが
必要です。詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
問マイナンバー総合フリーダイヤル（☎ 0120-95-0178）※音声ガイダンスに従って
「５番」を選択してください。平日／９時 30 分～ 20 時（土日祝は 17 時 30 分まで）

「文芸能美」は、市民の文芸作品をつづった文芸誌です。
作品の種類と数量（応募は１部門１作品、２部門まで）
創作・戯曲・童話（原稿用紙 20 枚以内）、随筆・紀行・評論・民話（原稿用紙 12 枚以内）、
詩（40 行以内）、川柳・短歌・俳句（自選５句 /首※題をつけてください）
応募資格 市在住・在勤・出身者 締８月 31 日㈪
応募方法と注意点
▼根上総合文化会館・寺井地区公民館・辰口図書館にある原稿用紙で提出するか、
１行 25 字× 20 行で作成しメールで送信してください。▼種類と題名を明記してく
ださい。▼ペンネームでの応募は住所と本名を記載し、市外在住者は出身町名を明
記してください。▼作品は返却しません。▼字句を訂正することがあります。▼作
品の掲載は編集委員会で審査し決定します。
提出先 〒 929‐0113　能美市大成町ヌ 118 番地　まなび文化課（生涯学習課）宛
申 問まなび文化課（生涯学習課）（☎58‐2272 FAX 55-8555 shogaku@city. nomi.lg.jp）

マイナンバーを活用した消費活性化策
（マイナポイント）のご案内

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

陶芸 写真
山田 義明 宮下 雅人

「文芸能美」第 16号作品募集
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新緑を楽しみながら、親子で釣りに挑
戦しませんか。釣り竿や仕掛けなどは
貸出します。熟練者が指導しますので、
未経験の方も楽しむことができます。
釣りに適した服装で、ご参加ください。
対 小学生の親子 35 組（定員になり次
第締め切り）期５月３日（日・祝）７時～
11 時（小雨決行）所 和気の池 定 35 組 
締４月17日㈮ 申込方法 まなび文化課（生
涯学習課）、各図書館にある申込書をご
提出ください。お電話でも受付します。
申 問 まなび文化課（生涯学習課）（☎ 58
‐2272 FAX 55-8555）※天候等によりイ
ベントが中止になることがあります。

初めての方、経験者の方でも歓迎しま
す。
期５～７月（第２、４月曜日）計６回、13
時30分～15時30分（約２時間）
所根上学習センター 対市内在住または
在勤の方 定 10 人程度
講師 能美市絵画協会会員費無料持水彩
用具 締４月 30 日㈭
申 問絵画協会   田方勇（☎ 090‐5681
‐1376）

マスク、アルコール消毒の徹底と、すっ
かり菌に怯えずぎて逆に免疫力を下げ
ていませんか？良い菌をふやして、腸
内環境を整えバランスよく免疫を高め
ていく術を学びましょう。
期４月17日㈮10時30分～11時45分（受
付 10時15分～）所岩内コミュニティセ
ンター 費 1,000 円 
申 問 sports kitchen 野田（☎ 080‐9589
‐7460 sportskitchen.n@gmail.com）

茶道を習ってみませんか！お点前を指
導します。
期 4月 25 日㈯～ 令和 3年 1月 23 日
㈯の毎月第 4土曜日 10 時～ 11 時　
全 10 回
所辰口福祉会館 対小学生 費 2,000 円
（10 回分）お茶・お菓子代 持白ソック
ス 申込方法 辰口福祉会館にある申込書
をご提出ください。
問東 美智子（☎ 090‐2126‐7968）

絵画教室生徒募集 健康栄養アカデミー
「それ、免疫を下げていませんか？」茶道教室生徒募集

「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☆宇宙の窓
期４月５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☆よいの明星を見よう
期４月 18 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）
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

●「今日の星空解説」約 15 分
●「Wonders of the Universe」約 22 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
４月のプラネタリウム定時投映

４月の替わり湯は『ラベンダー湯』を
予定しています。ぜひご家族やご友人
と、今月の『替わり湯』をお楽しみく
ださい。
期 ４月７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）

里山の湯　月替わり湯

第 21回
親子へらぶな釣り教室

のみ♥子育てネットワーク主催で、ベ
ビー用品、子ども服、マタニティ用品
便利グッズ、おもちゃを対象としたフ
リーマーケットを開催します。詳し
くは、児童館などに掲示してあるポス
ターをご覧ください。
期４月 29 日（水・祝）13 時～ 15 時
所 共生型福祉施設 G-Hills 大ホール 
出店受付 ４月６日㈪～４月 13 日㈪ 
出店数 13 店舗（先着順、能美市民限定）
託児なし 出店料 500 円
申 問 のみ♥子育てネットワーク
（ nomikosodate@gmail.com）
主催 のみ♥子育てネットワーク

新規会員を募集しています。庭の草む
しり、公園や空き地の草刈り、樹木の
剪定、丸いものつるまき、家事手伝い
など空いた時間で仕事をしていただけ
る人を募集しています。入会ご希望の
人はぜひセンターにお越しください。
入会条件 市内に在住し、健康で働く意
欲のある 60 歳以上の人、
年間会費は 1,500 円
申 問能美市シルバー人材
センター（寺井町る 68
番地1）（☎58‐4060
FAX 58‐4061）

春夏物子育て応援フリーマー
ケット開催＆出店者募集

シルバーの会員になって
お仕事をしてみませんか

※新型コロナウイルス感染状況を考慮し、内容に変更が
生じる場合があります。最新の情報については、ホーム
ページをご覧いただくか、主催者にご確認ください。
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■ 寺井図書館
「らいちゃんミニコンサート」
　日時　４月 21 日（火）12 時 30 分～ 13 時
出演　白石英恵さん

　内容　ソプラノ、ハープ、ピアノ
「映写会」
　日時　４月 25 日（土）14 時～ 16 時
対象　一般の方

　上映作品　『教誨師 ( きょうかいし )』

■ 辰口図書館
「映写会」
　日時　４月 11 日（土）14 時～ 16 時 20 分
対象　一般の方

　上映作品　『グリーンブック』

■ 根上図書館
「こどもおはなしランド」
　日時　４月 18 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　春のおはなし会

※詳しくは、ホームページ、各図書館だよりをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染状況を考慮し、内容に変更が生じ
る場合があります。

愛するいのち、
いらないいのち
冨士本 由紀 [ 著 ]
光文社

スキップスキップ

黒井 健 [ 絵 ] あまん きみこ [作 ]
ひさかたチャイルド

元クリエイターで無職・無
年金の夫と暮らす 59 歳の私
は、遠い実家で独居する惚
けた父の介護に行き来する
日々を送っていた。そんな
矢先、夫に癌が見つかり…。
仕事は？お金は？還暦を迎
える女のやりきれない日々
を描く。

うれしいから、スキップする
んじゃないよ。スキップする
から、うれしくなるんだよ－。
スキップができるようになっ
たえっちゃんは、みんなとい
っしょにスキップをして…。
えっちゃんと子猫のミュウの、
やさしい心の絵本。

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

　いしかわ動物園には、県の鳥であるイヌワシが３

羽暮らしています。本展示場に出ているハクサン(オ

ス )、カケハシ ( メス ) と、裏側（一般の方の立ち入

りを制限している管理ゾーン）にいるダイニチ ( オ

ス、６歳 ) です。

　ダイニチは、第４日曜日に行われるアニマルス

テージやふれあいまつり等で行うドッキリガイド

で、年に７～８回、それぞれ 10 ～ 15 分程度、お客

さまの前に出てきますが、普段は、休園日を除いて

ほぼ毎日、動物学習センターの職員が中心となって

トレーニングを行っています。

　ダイニチがお客さまの前に登場するのは、生息環

境の破壊など、イヌワシの厳しい現状を知っていた

だくためです。ガイドでは、私たちは、ダイニチを

腕に乗せてお客さまのすぐ前まで連れて行きます

が、その時に事故が起こらないよう、そして筋力を

裏側の管理ゾーンで暮らすイヌワシ「ダイニチ」■■

落とさないよう、トレーニングを行っているのです。

ダイニチは体重が約 3.2kg、翼を広げると 1.8mほど

になる巨鳥です。今後もし、これらのガイドに遇
あ

う

機会があれば、ぜひ耳を傾けていただければと思い

ます。

文：いしかわ動物園

▲ドッキリガイドに登場したダイニチ

今月の「九谷焼の世界に触れる～ふかよみ九谷ヒストリア～」はお休みします。

時 /時間　場 /場所　問 /問い合わせ

４
月

５
月

２ 日 （木）
保育園入園式
時／各保育園にお問い合わせください。
場／各保育園

４ 日 （土）
のみバス観光ルート出発式
問／地域振興課（☎ 58‐2212、 FAX 58‐2291）

６ 日 （月）

小学校入学式　時／９時 30 分～
中学校入学式　時／ 14 時～
場／各学校　
問／学校教育課（☎ 58‐2271、 FAX 55‐8530）

15 日 （水）
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／学校教育課（☎ 58‐2271、 FAX 55‐8530）

26 日 （日）

いしかわ・金沢　風と緑の楽都音楽祭 2020in 能美
「アクィユ　サクソフォンカルテットと世界の音楽」
時／ 14 時～　場／根上総合文化会館
料／一般 1,000 円、高校生以下 500 円
問／根上総合文化会館（☎ 55‐8550 FAX 55‐8555）

３ 日 （日）

～５日（火・祝）第 112 回九谷茶碗まつり
時／８時 30 分～ 18 時（最終日は 17 時まで）
場／九谷陶芸村特設会場
問／九谷茶碗まつり運営委員会（☎ 58‐6656）
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◆  第 43 回伝統九谷焼工芸展　会期：～５月 17日㈰　会場： 紫の間・緑の間
県指定無形文化財保持団体「九谷焼技術保存会」主催の九谷焼作品の公募展。今回の大賞、山近泰さん（能美市出身）の「花
器　家守の絵」をはじめ各入賞作品や保存会会員（吉田美統・武腰潤・浅蔵五十吉・中田一於・福島武山・田村敬星・南繁正・
米山央・吉田幸央・田島正仁・山田義明）（敬称略）の基本作品と応募入選作品あわせて 79 点を展示。
料 一般 430 円・高校生以下無料（九谷焼資料館と浅蔵五十吉美術館は共通券です）
問九谷焼資料館（☎ 58‐6100 FAX 55‐6086）（月曜日休館）、浅蔵五十吉美術館（☎ FAX 58‐6789）
◇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。

◆  浅蔵五十吉美術館共催展 「九谷で春を謳歌する」 草月流　倉元清花 花展
会期：４月３日㈮～５日㈰　時間：10 時～ 17 時
会場： 浅蔵五十吉美術館エントランス周辺およびロビーラウンジ。（花展鑑賞は無料）
能美市の桜を生かした花展。出展者は生け花草月流師範倉元清花さんです。

九谷焼資料館、浅蔵五十吉美術館４月の催し

４月 1日（水）
　　～５月６日（水・振休）
のみバス無料運行！

期間中、のみバスの全ての
路線が無料になります。
※４月以降の新しいダイヤ
については、２～ 3ページ
をご確認ください。
問／地域振興課
（☎ 58-2212 FAX 58‐2291）

浅蔵五十吉美術館

※新型コロナウイルス感染状況を考慮し、内容に変更が生じる場合があります。
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