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♦第43回伝統九谷焼工芸展　期３月17日㈫～５月17日㈰ 所  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です。今回の
大賞はじめ各入賞作品や保存会会員の基本作品と入選作品あわせて約80点を展示
♦特別企画展「青い九谷～染付の展開～」展　期～３月15日㈰ 所  紫の間
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江戸前期に九谷
焼に伝わり現代に至るまで制作され続けられています。その展開を示す当館の研究資料
コレクションを中心にそうした染付の展開を示す約40点を展示。
♦第16回石川県陶芸協会展　期～３月15日㈰ 所  緑の間
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。

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）
問九谷焼資料館（☎58‐6100）（月曜日休館）
◇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。

九谷焼資料館３月の催し

“影のスペシャリスト” 劇団かかし座がおくる、ふしぎなシャドウ・エンターテイメ
ント !!「驚き、親しみ、楽しむ！」これが「Wonder Shadow Labo」です。かかし座
が培ってきた影絵の技術をさらに発展させ、遊び心がふんだんに盛り込まれ、Part1
から Part3 の 3 部構成で創意工夫がいっぱいの作品です。
今回は 10 月に台風 19 号接近のため中止になった公演の代替公演です。
劇団員に教えてもらいながら、影絵を実際に体験できるコーナーもあります。
期３月８日㈰開場 13 時、開演 13 時 30 分
所 根上総合文化会館　円形ホールでの開催となりますので、暖かい服装でご来場く
ださい。対能美市内にお住いの方
＊入場整理券が必要です。詳しくはお近くの児童館にお問い合わせください。
申 問 各児童館代表 寺井中央児童館（☎ 58‐5425 FAX 58‐5387）

加賀立国1200年に向けた取り組み。今
年度に「河田向山古墳群なぞとき調査
隊」が下草刈りをしてきれいになった
古墳を見て歩きます。
期３月29日㈰10時～と14時～（同じ内
容を２回行います。１回１時間程度）
雨天中止
集合場所 能美市泉台公園駐車場
持ち物など 長靴など汚れてもよい服装で
お越しください。
問加賀立国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）（☎47‐5713 FAX 47‐5715）
★申し込みは不要です。

河田向山古墳群
見学ウォーキング

伝統工芸士の先生に直接ご指導いただ
けます。ご自分の九谷焼作品を作って
みませんか。
期５月２日㈯ 18 時 30 分～ 21 時 所 ふ
るさと交流研修センターさらい
費 3,000 円（材料費・ﾄﾞﾘﾝｸ付）
定 30 名（赤絵 15 名、色絵 15 名）※
初めての方優先、定員になり次第締切
講師 福島武山先生、福田良則先生
予約受付：4月 2日㈭９時から
申 問 さらい（☎ 57‐1212）

九谷茶碗まつり前夜祭
【九谷焼絵付け体験】

令和5年（2023年）の加賀立国1200年に向けて小松市と能美市がコラボレーション！
南加賀にある遺跡の魅力を発信します！今回は小松市南部～加賀市にあたる旧江沼
郡の古墳の見方や分布を学ぶワクワク古墳巡り第２弾！！
期 3月 19 日㈭または 3月 21 日㈯ 9時 30 分～ 16 時
（同じ内容を２回行います）
集合場所 小松市埋蔵文化財センター
（小松市原町ト 77 番地 8）
定各日 20 名（先着順）
持ち物など 長靴、長靴の収納袋、昼食、飲み物、タオル、雨具
申 問加賀立国 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）（☎ 47‐5713 FAX 47‐5715）
※藪に分け入ることもあり、軽登山となります。
（雨天の場合は整備された古墳をまわります。荒天中止）

ＮＰウオーキングとは、２本のポールを使って歩きます。歩く姿を強化することで姿
勢がよくなり関節痛改善・予防・ダイエットなど動きやすいカラダを目指します。
①月一コース
毎週第３火曜日　11時～12時
ポールの持ち方、使い方を習得し市内の健康の道（約１～２キロ）を歩きます。 
費 700円（保険込）ポールレンタル300円第１回：４月21日㈫物見山周辺を歩きます。
②おでかけ倶楽部コース
毎月１回　半日または１日かけていろいろな場所に行き歩きます。（約３～６キロ）
申 問手取スポーツ南山（☎ 51‐5532）（水曜日定休 10時～19時）

九谷焼陶芸館では、春の登り窯の体験教室を行います。陶芸家の指導のもと作陶し、
登り窯の焼成作業にも参加します。今回は初心者を対象とします。お気軽にご参加
ください。
期（作陶）３月 15 日㈰ 10 時～ 12 時
所 九谷焼陶芸館
費 3,500 円 定 15 人（要予約）
登窯焼成　４月中旬
締３月８日㈰
申 問九谷焼陶芸館（☎ 58‐6300）（月曜日休館）

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 part2 江沼編」

のみ・ＮＰウオーキング参加者募集中！

登り窯で作品を作ってみませんか？

催 し

●「今日の星空解説」約 15 分
●「おとめ座物語」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
３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。
星空教室☆小さな星座、大きな星座
期３月１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☆月と宵の明星の接近
期３月 28 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

88 星座の歴史やギリシャ神話とキト
ラ古墳に描かれた古代中国の星を紹介
します。
期２月 29 日㈯～３月８日㈰９時～ 17
時（火曜日休館） 所 根上学習センター
講堂
問根上学習センター
（☎ 55‐8560 FAX 55‐8573）

「星座展―ギリシャ神話から
キトラ古墳までー」展

３月の替わり湯は『健美泉』を予定し
ています。
期３月 10 日㈫ 所 里山の湯（露天風呂）
内 甘草、陳皮、桂皮、蕃椒、生姜、当
帰など 10 種類の生薬をブレンドした
薬湯で保温・保湿・美肌効果がありま
す。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

和気町の「こくぞう里山公園」内にあ
る農園の利用団体を募集します。
対 学習教育、農業振興、地域振興など
を利用目的とする市内の団体　※個人
利用不可 期 4 月～令和３年 3月
締 ３月 31 日㈫※一次締切（空きがあ
る場合は随時募集）
申 問 都市計画課
（☎ 58‐2252 FAX 58‐2298）

体験農園利用団体募集

文章を読み取る力”読解力”は国語だけ
じゃなく、すべての科目の基礎となり
ます。３月４日㈬、11日㈬、25日㈬に無
料体験を受付しています。
対小学２、３年生 期毎週水曜日17時～
17時50分 所 三ツ屋町公民館 費１コマ
（１回）1,000円（税込）※教材費は別途
問 sports kitchen 野田
（ ☎080‐9589‐7460
sportskitchen.n@gmail.com）

4 月開講「読解塾」体験受付中

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

募 集

は別途

m）
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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　３月

陶芸 絵画

山田 義明 後出 秀茂

市内小中学生の保護者を対象に、子ど
もの教育・発達など子育て全般の悩み
や不安に専門スタッフ ( スク―ルカウ
ンセラー、臨床心理士 ) が相談に応じ
ます。相談は無料です。
期３月 14 日㈯９時～ 12 時 所 市教育
センター（秋常町）締３月９日㈪まで
（先着順）
申 問市教育センター（☎ 58‐7867）

子育ての悩み・不安
専門教育相談（要予約）

時 /時間　場 /場所　問 /問い合わせ

３
月

４
月

１ 日（日）

春まちぽかぽかプロジェクト (2/22 ～ 3/1 実施中 ) 最終プログラム「地域福祉のつどい」
「能美たすかったわ～大賞」、「能美ぽかぽかフォトコンテスト」表彰式
プルタブ換金車イス贈呈式
全プログラムの振り返りとこころをつなぐコンサート ( 辰口中学校吹奏楽部 )
フードドライブ体験もあります。詳しくはご家庭にお配りしたチラシ、または能美市社会福祉
協議会ホームページをご覧ください。
時／ 13 時 30 分～　場／寺井地区公民館　
問／社会福祉協議会 ( ☎ 58‐6200、 FAX 58‐6250)　 

９ 日（月） 議会定例会本会議（代表質問・一般質問）時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議事調査課（☎ 58‐2240、 FAX 58‐2295）

10 日（火） 議会定例会本会議（一般質問）時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議事調査課（☎ 58‐2240、 FAX 58‐2295）

13 日（金） 中学校卒業式時／９時 30 分～　場／各中学校　問／学校教育課（☎ 58‐2271、 FAX 55‐8530）

15 日（日）
第 44回全日本競歩能美大会
時／８時 10 分　場／根上総合文化会館前県道
問／スポーツ振興課（☎ 58-2273、 FAX 55-8555）

16 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）

18 日（水） 小学校卒業式時／９時 30 分～　場／各小学校　問／学校教育課（☎ 58‐2271、 FAX 55‐8530）

21 日（土）
タント演劇学校　第 21回公演　演目：「ブッダとみにくいアヒルの子」
① 21 日㈯ 19 時開演（18 時 30 分開場）　② 22 日㈰ 14 時開演（13 時 30 分開場）
場／根上総合文化会館円形ホール　チケット／全席自由  一般 1,000 円、中・高校生 500 円、
小学生以下無料　問／根上総合文化会館（☎ 55‐8550、FAX 55‐8555）22 日（日）

23 日（月）
議会定例会本会議（最終日）
時／ 11 時～　場／市役所議場　問／議事調査課（☎ 58‐2240、 FAX 58‐2295）

28 日（土）
保育園卒園式
時／各保育園にお問い合わせください。　場／各保育園

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

６ 日（月）
小学校入学式
中学校入学式

時／９時 30 分～
時／ 14 時～ } 場／各学校　

問／学校教育課（☎ 58‐2271、 FAX 55‐8530）
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「スポーツ安全保険」は営利を目的と
しない互助共済的な補償制度です。安
心してスポーツなどの活動ができるよ
う、もしものケガに備え加入しましょ
う。申込用紙はスポーツ振興課にあり
ます。活動中、経路往復中の事故が対
象となります。
対 スポーツや文化、ボランティア活動
などを行う 4 人以上のグループ 
保険期間 4 月１日～令和３年３月 31 日
※ 4月 1日以降の申込みは、保険料を
支払った翌日から有効 申込開始 3 月２
日㈪
問 公益財団法人　スポーツ安全協会石
川県支部 ( ☎ 076‐268‐3100）または
スポーツ振興課 ( ☎ 58‐2273)

３月は水道メーターの検針月です。15
日～末日の間に検針員が検針に伺いま
すので、検針期間中はメーターボック
スの上に物を置いたり、駐車しないよ
うご協力をお願いします。
問上下水道課（☎58-2260 FAX  58‐2296）

スポーツ安全保険の受付が
始まります

水道メーター検針の
お知らせ

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。
期 ３月 11 日㈬ 13 時 30 分～ 16 時 所
市役所本庁舎 対 16 歳～ 69 歳の健康
な方 
問福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

献血にご協力ください

お知らせ

能美市商工会では、商工会会員・非会
員を問わず、個人事業者に記帳を正し
く行うための指導を行っています。同
会職員や委嘱税理士が無料で税務相談
に応じます。
また、インターネットで簡単に会計処
理が行える商工会推奨の会計システム
「会計ワークス」の利用申し込みも受
付中です。インストール・バージョン
アップ・バックアップなど面倒な作業
は一切不要で、わからないことは同会
職員が丁寧に応対します。ぜひ、ご相
談ください。
問能美市商工会
（☎ 58‐4230 FAX  57‐3510)

個人事業者のための記帳継続指
導と会計システム

①見えないように保管する
車庫や自宅玄関、ベランダ等の屋内に保管する
②防犯機器の活用
屋外に保管する場合は、タイヤに
チェーンロックをしたり、シート
を被せるなどなるべくタイヤだと
分からないように工夫したり、セ
ンサーライト等を設置する

　タイヤ交換の時期は、タイヤの盗難被害が
急増する傾向にあります。
　新しいタイヤだけでなく、何年も使用した
古いタイヤも盗難被害に遭う可能性はありま
すので、油断は禁物です。
　タイヤは適切に管理し、犯罪被害の未然防
止につとめてください。

能美防犯協会・能美警察署

障がいのある方が、競技などを通じてスポーツの楽しさを体験し、機能の回復と体力の維持増強を図るとともに、県民の社会福祉に
対する理解を深め、障がい者の社会参加を推進します。
対県内在住、在勤、在学の障がい（身体・知的・精神）のある方　※令和２年４月１日現在13歳以上の方
（ボッチャについては、前年度に開催された「石川県ボッチャ大会」に出場し、石川県ボッチャ協会の推薦を受けた方）
期５月30日㈯（水泳、卓球、サウンドテーブルテニス、ボッチャ）、５月31日㈰（左記以外の競技）
所西部緑地公園陸上競技場、いしかわ総合スポーツセンターほか
実施競技  陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球、サウンドテーブルテニス、ボウリング、フライングディスク、バレーボール、ボッチャなど
締３月20日㈮ 主催 石川県障害者スポーツ大会実行委員会
申 問福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）（障害福祉サービス事業所、スポーツ団体または特別支援学校を通じて主催者に申込も可）

第 20回石川県障害者スポーツ大会　参加者募集
募 集
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