
   
行事名 対象・備考 場所 実施日 時間

親子のつどい “にこにこ” 未就園児親子

子育て支援センター
問／子育て支援センター
（☎ 58‐8200 FAX 58‐8500）

11・25 日（月） 10：00 ～ 11：00

赤ちゃんひろば 未就園児親子（１歳まで）
８日（金）
26 日（火）

13：30 ～ 14：30
10：00 ～ 11：00

２歳児の会
（平成 29 年 4 月 2 日～平成 30 年 4 月 1
日生まれの能美市在住の未就園児と保護
者）

13 日（水） 10：00 ～ 11：00

のびのびキッズ 未就園児親子

寺井中央児童館 ８・15・22・29日（金）

10：30 ～ 11：30根上中央児童館 ８・15・22・29日（金）

辰口中央児童館 ８・15・22・29日（金）

まるにこ親子のひろば 12歳未満で障がいのあるお子さんと保護者
（市内在住者）

粟生コミュニティセンター
問／福祉課
（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

23 日（土） 10：00 ～ 14：00

おっぱいの相談日 妊婦～産後３か月頃の産婦
持ち物／母子健康手帳、タオル２～３枚

健康福祉センター
｢サンテ｣
問／健康推進課
（☎ 58‐2235 FAX 58-6897）

７日（木）
受付時間

10：00 ～ 11：00

28日（木）
受付時間

13：00 ～ 14：00

５月の子育てカレンダー
　市内各施設で、未就園児とその保護者を対象に施設で催しや相談会を
行っています。お気軽にご参加ください。

マイナンバーカード受け取りの休日窓口
日時　５月 10 日（日）、24 日（日）９時～ 16 時
場所　市役所本庁舎　市民窓口課
※交付場所が寺井・根上窓口センターになっている方
で、休日窓口（市民窓口課）での受け取りを希望され
る方は、４日前までに市民窓口課へご連絡ください。

コンビニ交付サービスについて
マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サー
ビスがメンテナンスのため一時停止します。

停止期間　5月 2日（土）～ 5月 6日（水）終日

行事名・対象 場所・備考 実施日 時間

弁護士無料法律相談
（１回 30分で４人まで）

ふれあいプラザ
申・問／社会福祉協議会 くらしサポートセンターのみ
（☎ 58‐6603 FAX 58‐6250）

5 月の開催を中止します

行政書士無料相談会
ふれあいプラザ
申・問／社会福祉協議会 くらしサポートセンターのみ
（☎ 58‐6603 FAX 58‐6250）

5 月の開催を中止します

心配ごと相談
ふれあいプラザ
辰口福祉会館
根上窓口センター

問／社会福祉協議会
くらしサポートセンターのみ
（☎ 58‐6603 FAX 58‐6250）

5 月の開催を中止します

こころの相談
（精神科医　　　　）

健康福祉センター「サンテ」
問／健康推進課（☎ 58‐2235 FAX 58‐6897）

13日（水） 9：30 ～ 11：30

高齢者のこころの相談
（精神科医　　　　）

健康福祉センター「サンテ」
問／我が事丸ごと推進課（☎ 58‐2234 FAX 58‐2292）

13日（水） ９：30 ～ 11：30

消費者生活相談
問／消費生活センター（市役所本庁舎）（☎ 58‐2248）
※現在、対面相談を休止し、電話相談のみ受付してい
ます。

毎週（月）～（金） 10：00 ～ 17：00

相談

国際交流 問／国際交流協会（☎ 57‐3751、 FAX 57‐3761）

要予約

要予約

要予約

要予約

子育て支援センター催し
場所、申し込み先、問い合わせ先
子育て支援センター（☎ 58‐8200 FAX 58‐8500）

パパ子育て講座『積み木であそぼう』
たくさんの積み木でダイナミックに遊びます。
子どもたちだけではなく大人も楽しめますよ。
日時：５月16日（土）10：00～ 11：30
対象：年長児とお父さん（能美市在住）
講師：童具共育認定講師　西川 一美 氏
定員：15 組
申込受付：５月１日（金）９：00 ～

育児講座『お口の健康教室』
歯磨きの仕方や虫歯予防についてのお話を聞きます。

日時：５月18日（月）　10：00～ 11：30
対象：8か月～ 3歳までのお子さんをお持ちの保護者
講師：歯科衛生士　内野 佐智江 氏
託児：15 名（能美市在住）
申込受付：５月１日（金）９：00 ～

ふるさと納税　ご厚志ありがとうございます
（３月受付分、公表希望者のみ掲載）

木下 ほなみ 様（東京都）
外山 昌徳 様（愛知県）
和田 佳奈 様（東京都）
2019 年度４月～３月分　累計　1,248 件　46,593,000 円

ご寄附　ご厚志ありがとうございます
（２月 6日～３月 16 日受付分、寄附受付日順）

大城エネルギー株式会社 様（大浜町）
吉田 年春 様（下ノ江町）
北原 利夫 様（佐野町）
西原物産株式会社 様（野々市市）
牛平 洋子 様（白山市）

市内の犯罪・交通事故など発生状況
～安全で安心な街をつくりましょう～

データ提供：能美警察署・能美市消防本部

令和２年 3月 令和２年累計 累計の前年比
住宅等の侵入盗 ０件 １件 －１件
非侵入盗 ３件 10 件 －２件
交通人身事故 ６件 13 件 ±０件
交通事故死者 ０人 ０人 ±０人
交通事故負傷者 ８人 16 人 ＋２人
火災発生 0件 ３件 ＋２件
救急出動 122 件 378 件 － 78 件

●６月１日（月）口座振替
介護保険料（第２期）、固定資産税・都市計画税（第１期）、
国民健康保険税（第２期）、後期高齢者医療保険料（第２期）、
軽自動車税（種別割）（全期）、上下水道料（３月使用分）
※上下水道料は、残高不足などで振替できなかった場合、翌月の
15 日（振替日が休日の場合は翌営業日）に再振替を行います。

今月の口座振替

日本語教室、国際交流サロン、世界のともだちサロンについては、新型コロナウイルス感染状況を考慮し、5月の開催
を中止します。

※ 5月のすくすく相談、マタニティクラスは中止となります。なお、個別や電話での相談は随時対応していますので、ぜ
ひご利用ください（問い合わせ 健康推進課　☎ 58‐2235 FAX 58-6897）。
※ 5月の親子サロンは中止します。

催しや相談会などは、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。

外出を控えている妊婦さんやママ、
1人で悩まないでください。
電話で育児の相談ができますので、
お気軽にご利用ください。
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