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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）
※新型コロナウイルス感染状況を考慮
し、５月 10 日（日）まで休館します。
期間は変更する場合があります。
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一刻を争う災害などでの救護をはじめ
とする日本赤十字社の様々な活動は、
皆さまからお寄せいただくご寄附に支
えられています。今年も、赤十字の活
動に対する皆さまの温かい善意をお待
ちしています。
募集期限 ６月 30 日㈫ 社資  年額 500 円
以上（2,000 円以上納入者は会員、
500 円～ 2,000 円未満納入者は協力会
員となります） 納入窓口 福祉課（本庁舎
１階）、寺井・根上窓口センター問 福
祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

5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）

発声力や自己表現力や立ち振る舞いな
ど演技の知識をレクレーション感覚で
学びます。演技だけでなくステージに
関する知識も学びます。
期毎週土曜日 19 時 30 分～ 21 時 30
分（無料体験６月６日㈯）所根上総合
文化会館 費大人 1,500 円 / 月、学生
1,000 円 / 月 講師 奈良井 伸子さん 申
問 國分 谷彦（☎ 55‐3886、090‐2121‐
0012）

水道メーター検針のお知らせタント演劇学校受講生募集！

５月の替わり湯は『ローズマリー湯』
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５月 12 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）
※新型コロナウイルス感染状況を考慮
し、５月６日（水・振休）まで休館します。
期間は変更する場合があります。

里山の湯　月替わり湯

日本赤十字社
活動資金にご協力を

能美市地域自立支援協議会では、精神
に障がいのある方を対象として思いを
話し合える機会を下記のとおり予定し
ています。普段の生活のことなど、お
話ししてみませんか？送迎など配慮が
必要な方はお申し出ください。
期５月 23 日㈯ 10 時～ 12 時
所根上総合文化会館 201 会議室 対精神
に障がいのある人（発達障がいを含む） 
申込期限 5 月 15 日㈮申 問 福祉課（☎ 58
‐2230 FAX 58‐2294）

健康増進・介護予防を目的とした体操をご紹介します。自宅
で手軽にできる体操です。運動不足解消・筋力づくりにぜひ
ご利用ください。
▶体操動画のダビング・リーフレットを配付します
ＤＶＤディスクをご持参いただくと、のみ のびのび体操 -
いす編・ゆか編 -の２編をダビングします。
体操のリーフレットも配付しています。詳しくは下記にお問
い合わせください。
▶ 問い合わせ　ふるさと振興公社 健康づくり推進室（辰口
福祉会館内）（☎ 52‐8032  FAX 52‐8012）

　　　　

▶ 申込方法　５月 15 日（金）までに（必着）市販の履歴書（JIS 規格Ａ３版）に必要事項を記入の上、能美市社会福祉協
議会へ提出してください。
▶試験について　試験は一次試験が書類選考で、二次試験は面接試験です（日程などは、申込者に直接連絡します）。
▶問い合わせ　社会福祉協議会（☎ 58‐6200  FAX 58‐6733）〒 923‐1121  能美市寺井町た８番地１

～精神に障がいのある方へ～　
「思いを語り合う会」を開催します

ＨＩＶ相談・迅速検査を実施します。
ＨＩＶ迅速検査は（陰性の場合）採血か
ら１時間程度で結果が出ます 。
期６月２日㈫９時～11時 所南加賀保
健福祉センター（小松市園町ヌ48）
その他 ・検査は感染の機会があった日
から３か月以上経ってから受けること
をお勧めします。
・検査は無料です。匿名（名前も住所も
申告不要）で受けられます。
 ・今回以外にも毎週月・火曜日に検査
を実施していますので、詳しくはお問
い合わせください。
申 問県南加賀保健福祉センター健康推進
課（☎22‐0796）※前日までに要予約

ＨＩＶ相談・迅速検査

お知らせ
　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。

※５月の星空教室・星空観察会・
プラネタリウム定時投映は休止
します。

募集職種 採用予定人員 勤務時間 勤務場所 受験資格・その他

施設業務員
( 月　給） １人

８時 30 分～ 17 時 15 分まで
の間の７時間（週 35 時間）で
土・日曜日・祝日を含みます。
休日は配属場所（市内）により
異なります。

能美市社会福祉協議会（寺井
町た８番地１）
※ただし、配属場所（市内）
により異なります

65 歳未満で能美市または能美市周
辺に居住する通勤可能な人

能美市社会福祉協議会会計年度任用職員（非常勤職員）募集
◆職種・資格 （雇用期間：令和２年６月１日～令和３年３月 31 日）

～新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自宅でお過ごしの皆様へ～
おすすめ！自宅でできる体操

ケーブルテレビ「ｎｏｍｉチャンネル」で毎日放送中！

体力のレベル
放送時間

１回目 ２回目

のみ はなまる
体操 一般向け ７：55 ～ 19：55 ～

のみ のびのび
体操 -ゆか編 -

一般～高齢者
向け 14：00 ～ ―

のみ のびのび
体操 -いす編 - 高齢者向け 10：00 ～ 18：30 ～
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