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※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。

時 / 時間 場 / 場所 問 / 問い合わせ
文：いしかわ動物園

４月

いしかわ動物園に行こう！
■ 裏側の管理ゾーンで暮らすイヌワシ「ダイニチ」

いしかわ動物園には、県の鳥であるイヌワシが３

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

落とさないよう、トレーニングを行っているのです。

羽暮らしています。本展示場に出ているハクサン ( オ

ダイニチは体重が約 3.2kg、翼を広げると 1.8m ほど

ス )、カケハシ ( メス ) と、裏側（一般の方の立ち入

になる巨鳥です。今後もし、これらのガイドに遇う

りを制限している管理ゾーン）にいるダイニチ ( オ

機会があれば、ぜひ耳を傾けていただければと思い

ス、６歳 ) です。

ます。

４ 日 （土）

６ 日 （月）

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

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

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）

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）
ふれあいあいさつデー

で、年に７〜８回、それぞれ 10 〜 15 分程度、お客

15 日 （水）

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）

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

いしかわ・金沢

トレーニングを行っています。

「アクィユ

26 日 （日）

ダイニチがお客さまの前に登場するのは、生息環

風と緑の楽都音楽祭 2020in 能美

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

境の破壊など、イヌワシの厳しい現状を知っていた

問／根上総合文化会館（☎ 55‐8550

だくためです。ガイドでは、私たちは、ダイニチを
▲ドッキリガイドに登場したダイニチ

FAX

55‐8555）

〜５日（火・祝）第 112 回九谷茶碗まつり

５月

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

４月 1 日（水）
〜５月６日（水・振休）
のみバス無料運行！

時／８時 30 分〜 18 時（最終日は 17 時まで）

３ 日 （日）

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）

みんなの図書館
おすすめの一般書

九谷焼資料館、浅蔵五十吉美術館４月の催し

おすすめの児童書

■ 寺井図書館

Event

◆ 第 43 回伝統九谷焼工芸展

「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 )』

スキップスキップ

冨士本 由紀 [ 著 ]

黒井 健 [ 絵 ] あまん きみこ [ 作 ]

光文社

ひさかたチャイルド

元クリエイターで無職・無

うれしいから、スキップする

年金の夫と暮らす 59 歳の私

んじゃないよ。スキップする

は、遠い実家で独居する惚

から、うれしくなるんだよ−。

けた父の介護に行き来する

スキップができるようになっ

日々を送っていた。そんな

たえっちゃんは、みんなとい

矢先、夫に癌が見つかり…。

っ し ょ に ス キ ッ プ を し て …。

仕事は？お金は？還暦を迎

えっちゃんと子猫のミュウの、

※詳しくは、ホームページ、各図書館だよりをご覧ください。

える女のやりきれない日々

やさしい心の絵本。

※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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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。

「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』

浅蔵五十吉美術館

■ 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

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。

有料広告

を描く。

会場：紫の間・緑の間

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・

■ 辰口図書館

愛するいのち、
いらないいのち

会期：〜５月 17 日㈰

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

ઁਾभाڰ ؙ
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市内で行われたイベントや活動を紹介！

和田山史跡公園の横に新しい博物館が今年の秋に開館します！みんなで一緒に新しい博物館をつくってみませんか？

２

２
26

27

合言葉は「お・は・し・も」
保育園で消防防火・防災寸劇

学びは心の健康 ゆっくり目指そう 人生の金メダル

２
16

市民がお互いに話し合い、学び体験する中から新

市内の５保育園（辰口地区）で能美市消防本部によ
る消防防火・防災寸劇を実施しました。
消防職員が地震が起きた時の大事な合言葉「お・は・

ɛଡ଼̦͈̈́ͣൽߓͬঀ̽̀Ȃ̤ༀ̠ͬ֗̀͢ȊȪා४߿حίυΐͿ·Πȫ

まなびフェスタ 2020 開催

しいまちづくりが推進されることを目的とした「まな
びフェスタ」が市内各施設で開催されました。

昭和 20 〜 30 年代の農機具を使い、お米を育ててみませんか？田植えから収穫、わらを使ったものづくりまで、一連の作業
を体験します。11 月には、収穫したお米をかまどで炊いておにぎりを作ります！
日

時…５月 16 日（土）９時〜正午

し・も」（おさない・はしらない・しゃべらない・も

スポーツ、心と体の健康、年金問題、哲学、楽器演奏、

どらない）の大切さを伝える劇を披露し、園児たちは

新博物館、コミュニティ・スクール、ＳＤＧｓ、万葉集、

興味津々で見入っていました。また、先生の話をよく

囲碁、国際交流の幅広い内容の分科会、お試し体験講

集合場所…歴史民俗資料館

聞くことの大切さも園児たちに伝えていました。

座に、子どもから大人まで多くの市民が参加しました。

対

※少雨決行。荒天で中止の場合はご連絡いたします。
象 …小学生以上の親子（先着 10 組）※必ず保護者同伴

アドバイザー…平野俊也氏
申込期間…４月 21 日（火）〜５月２日（土）９時〜 17 時まで ( 日曜・月曜休館）
持 ち 物…飲み物・長靴・タオル・着替えなど
服

装…作業のできる服装

昨年の田植えの様子

※田植えに参加された方に、今後の「昔ながらの道具を使って、お米を育てよう！」
のご案内を送らせていただきます。

̤૭̱ࣺ͙͉ฎ܁মྩޫ͒Ȋȁ
みんなでつくる博物館プロジェクト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。
申し込み・問い合わせ 博物館事務局（☎ 52‐8050
寸劇のセリフや小道具は消防本部の若手職員が手がけました。

FAX

52‐8052） 日曜・月曜休館

新博物館がテーマの分科会で石臼と大豆を使ったきなこ作りを
体験する様子

今月の手話
「したいこと、能美市だったら叶うかも」
祝百寿 いつまでもお元気で

今月は能美市観光大使で東京オリンピック聖火ランナーの浅田雅子さん
と一緒に能美市キャッチコピーの手話を学びましょう！

【したい】

２月 17 日に灯台笹町の堂谷美代子さん、２月 25 日に緑が丘の柴田あや子さん、３月 12 日に荒屋町の東定子さん
がめでたく 100 歳を迎えられました。
堂谷さんは、若いころは小柄ながら農業や土木の仕事に力強く従事され、働いていた頃に培った体力と好き嫌いな
く食べる食生活が長生きの原動力となったそうです。
柴田さんはご飯をよく食べるそうで、好きな食べ物は何か尋ねると「何でも好き、肉も魚もどちらも食べる」と教

【能美】

①親指と人差し指を伸ばして、アゴに近づける

３本指（人差し指、中指、薬指）で、ひらがな「の」

②手を下に動かしつつ、親指と人差し指をくっつける

を書く

【こと】

【市】

右手で指文字「こ」を表し、左手は右手の下に添える
したい①

したい②

指文字「し」の表現

こと

能美

能美

市

えてくださいました。お話好きな性格で、この日は好きなテレビ番組について井出市長と話されていました。
東さんはゲートボールをすることが好きで、昔からよく、友だちと一緒にゲートボールをしに出かけていたそうです。
「ゲートボールと少量のお酒を飲むことが長生きの秘訣」と話されました。

【叶う】

叶う①

叶う②

൲ْಎ

①右手こぶしを鼻先にあ
て、左手てのひらを胸元

「今月の手話」を動画で確認すること

に出す

ができます。市ホームページで公開

②右手こぶしを前に出し

していますので、ぜひご覧ください。

ながら下ろし、左手ての
ひらに近づける
【かも】
井出市長と写る堂谷さんとご家族

井出市長と写る柴田さんとご家族

井出市長と写る東さんとご家族

人差し指で「？」を書く
（首を少しかしげる）
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かも

かも

○トップページ > 暮らし
> 障害者福祉 > 手話動画
手話ページＱＲコード▶

問い合わせ
福祉課（☎ 58‐2230、FAX 58‐2294）
ઁਾभाڰ ؙ
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