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指導係として携わ
農業体験には毎年多くの子ども
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子どもたちにと
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この行事では子どもたちに農業
のことを知
ますが︑一番の目的は町内の子ど
も同士の交友を深めてもらうこと
だと考えています︒今の子どもた
ちは学校での交友関係はあります
が︑町内の子ども同士のつながり
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験を通して︑今まで交流がなか
てくれたらい

ています︒
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市ペタンク協会の理事長をしてい

農業体験の運営には︑保護者の

の方など︑多くの方々に

皆さんをはじめ︑町の料理教室の
メンバ
ご協力いただいており︑感謝して
います︒
今年からは町会長を務めること
になりました︒大長野町がより一
層にぎやかな町になるよう力添え
したいです︒感染症の影響で町内
行事は中止としています︒残念で

ているので︑秋の収穫や食事
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か
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深い競技だと感じています︒
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世帯の小さい町ながら︑

高座町ではペタンクをする人が
多く︑約

市民体育大会に

しています︒この大会は初心者も
参加できるので︑興味のある方は
ぜひ参加してほしいです︒
今年は感染症の影響で大会が
次々と中止になり︑非常に残念な
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市のチ ムは強くて︑県の試合で

頑張 ています︒高齢者が多いの

良い成績を残せるように︑みんな
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ています︒
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と思
てい
たことの一つです︒

きたことは︑ペタンクをや
て良か

ペタンクは戦略性やコントロ
ムで参
人は目標にブ

ル力が大切で︑３人１チ
加するのですが︑

トを弾く

ルを寄せるのがうまい人︒また
１人は︑ブ
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ルやビ
のがうまい人など︑チ

能美市ペタンク協会理事長

らいになります︒知人に誘われて

人前後です︒能美

大長野町会長

場所に行き︑人と出会うことがで

ます︒会員は

子どもたちに農業体験を行う
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始めたのがき かけで︑今は能美
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食事会では、収穫した食材を使った料理が食卓に並
び、参加者全員で美味しくいただきます。
オレンジの球がビュット（目標球）。ブールは金属製で、
自分に合った重さの物を選べます。
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1

ご自身も農業に従事されている西田さんは、体験時には先頭に立って
子どもたちに指導します。
普段は久常グラウンドで週３回（火・木・土）練習をしています。見
学・体験したい方は、お気軽にお越しください。

西田 外喜夫 さん
西田 喜八 さん

20

16

大長野町
File21

高座町
File22

わがまち自慢 〜人物編〜
したいこと、能美市だったら叶うかも

相談
行事名・対象
弁護士無料法律相談

（１回 30 分で４人まで）

行政書士無料相談会

場所・備考
要予約

実施日

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）

ふれあいプラザ
要予約

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）

ふれあいプラザ

心配ごと相談

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）

辰口福祉会館
根上窓口センター

こころの相談

健康福祉センター「サンテ」

（精神科医 要予約 ）

問／健康推進課（☎ 58‐2235

高齢者のこころの相談

（精神科医 要予約 ）

消費者生活相談

FAX

58‐6897）

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）

問／消費生活センター（市役所本庁舎）
（☎ 58‐2248）

国際交流

問／国際交流協会（☎ 57‐3751

行事名・対象

FAX

場所・備考
根上学習センター

日本語教室
対象／市内に在住・在勤の
外国人

国際交流サロン
テーマ／『世界を知ろう！ブータ
ンってどんな国？』

世界のともだちサロン

９日（木）
・20 日（月）
・
28 日（火）

13：30 〜 15：30

16 日（木）

13：30 〜 15：30

15 日（水）
22 日（水）

13：30 〜 15：30

８日（水）

9：30 〜 11：30

１日（水）

９：30 〜 11：30

毎週（月）〜（金）

10：00 〜 17：00

７・14・21・28 日（火）

10：00 〜 11：30

JAIST 学生寄宿舎

７・14・21・28 日（火）

15：10 〜 16：40

寺井地区公民館

１・８・15・22・29 日（水） 19：30 〜 21：00

能美市国際交流協会事務所（寺井地区公民館 1 階）
参加費／ 100 円（当日集金）
※未就学児はご遠慮ください。※要事前申込

19 日（日）

能美市国際交流協会事務所（寺井地区公民館 1 階）
★外国人と日本人が楽しく交流できるサロンです。
申し込みは不要で、どなたでも自由に参加できます。

毎週水曜日

15：00 〜 16：30

ご厚志ありがとうございます

（５月受付分、公表希望者のみ掲載） ４〜５月分

141 件

3,144,000 円

小堀 秀行 様（金沢市）、岩田 修一 様（東京都）
、平岡 貴絵 様（東京都）
、小畑 昌史 様（京都府）、田中 公一朗 様（東京都）
ふるさと納税以外のご寄附は、９ページに掲載しています

統計資料
人口と世帯数

市内の犯罪・交通事故など発生状況

2020 年６月１日現在

●人口
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赤ちゃんひろば

未就園児親子（１歳まで）

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

のびのびキッズ

50,083 人

24,903 人

（前月比−25）
女 25,180 人

1 9 , 2 9 9 世帯

（前月比−８）

お知らせ

住宅等の侵入盗
非侵入盗
交通人身事故
交通事故死者
交通事故負傷者
火災発生
救急出動

令和２年５月 令和２年累計 累計の前年比
０件
１件
−３件
１件
11 件
− 14 件
３件
18 件
−７件
１人
１人
±０人
２人
22 人
−６人
０件
４件
０件
118 件
613 件
− 104 件
データ提供

能美警察署能美市消防本部

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。

０歳〜３歳

妊娠中のママ〜未就園児とそのご家族
問／社会福祉協議会
（☎ 58‐6200

まるにこ親子のひろば

FAX

58‐6250）

12 歳未満で障がいのあるお子さんと保護者
（市内在住者）

場所

実施日

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

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

10：00 〜 11：00

10 日（金）
28 日（火）

13：30 〜 14：30
10：00 〜 11：00

２日（木）

10：00 〜 11：00

３・10・17・31 日（金）

根上中央児童館

10・17・31 日（金）

辰口中央児童館

３・10・17・31 日（金）

岩内コミュニティセンター

７・14・21・28 日（火）

西二口町公民館
（コミュニティセンター）
粟生コミュニティセンター
粟生コミュニティセンター
問／福祉課
（☎ 58‐2230、 FAX 58‐2294）

健康福祉センター
｢ サンテ ｣

１・８・15・22 日（水）

マタニティクラス

子育て支援センター催し

10：30 〜 11：30

9：30 〜 12：00

２・９・16 日（木）
25 日（土）

10：00 〜 12：00

６・27 日（月）

受付時間
10：00 〜 10：30

９日（木）

受付時間
10：00 〜 11：00

30 日（木）

受付時間
13：00 〜 14：00

① 22 日（水）

10：00 〜 12：00

② 18 日（土）

10：00 〜 11：30

③ 16 日（木）

18：30 〜 20：30

問／健康推進課
（☎ 58‐2235、 FAX 58-6897）
①②妊婦 ③夫婦（定員 10 組）
持ち物／母子健康手帳
※開催日の５日前までに申し込みくださ
い。予約人数が少ない場合は中止するこ
とがあります。②は調理実習・試食はせ
ず、講義のみとなります。

時間

13・27 日（月）

寺井中央児童館

持ち物／母子健康手帳
※ 27 日はカウンセラーの相談あり（要予約）

すくすく相談

①妊娠中のからだ
②赤ちゃんとママの食生活
③出産・子育ては夫婦で
乗り越えよう

ふるさと納税

●世帯数

未就園児親子

10：00 〜 11：30

ご寄附

男

親子のつどい“にこにこ”

時間
10：00 〜 11：30

託児利用料 500 円／回

対象・備考

親子サロン

57‐3761）

４・11・18・25 日（土）

岩内コミュニティセンター

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。

行事名

6 日（月）

実施日

７月の子育てカレンダー

時間

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）

祖父母教室「孫まご教室」

育児講座『救急救命講座』

今どきの育児を知って頼れる祖父母になりませんか。祖父母となる方に今の子
育てや母親を取り巻く状況を知っていただき、子育てにおける祖父母の役割を
学ぶ教室です。ぜひ頼れる祖父母になって子育てを応援しましょう。

乳幼児期に起こりやすい事故の予防・対処法・心
肺蘇生法を学びます。

日時と内容：いずれも 10：00 〜 11：30 ※全３回
①７月４日（土） データから見た今どきの育児
アンケートでわかる祖父母にしてほしいこと
②７月 18 日（土） 今どきの育児用品の使い方

日時：７月 15 日（水） 10：00 〜 11：30
講師：能美市消防本部 救急救命士 坂下 大気 氏
対象：未就園のお子さんをもつ保護者（能美市在住）
託児：10 人（能美市在住）
申込受付：７月１日（水）９：00 〜

環境を整えて、
子育て中の危険防止をはかりましょう
③８月１日（土） 赤ちゃんの栄養について
祖父母も知っておくと便利、
子育てサービスと遊べる場所
対象：これから祖父母になる方・1 歳前のお孫さんがいる方
※お孫さん、祖父母が能美市在住の方

定員：10 名

講師：中口 カノ子助産師
申込締切：７月３日（金）まで
申込先：健康推進課（☎ 58‐2235

FAX

58‐6897）または

子育て支援センター（☎ 58‐8200

FAX

58‐8500）

参加される方は、基本的感染対策（マスクの着用・検温・体調確認など）を講じた上でご参加いただき
ますよう、ご理解、ご協力をお願いします。
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のみ応援特典券
割 引 額：５割引き（最大

50％ Discount Ticket

のみ応援特典券

2,000 円）

※１回のお支払いに本券１枚まで利用可能

利用期間：令和２年７月１日（水）〜８月

31 日（月）

利用期間

↓あらかじめ記入のうえ、店頭でご利用ください

令和２年７月１日（水）〜８月 31 日（月）

利用者記入欄
住所／ address

最大 2,000 円分、お買いもの金額が割引になります！

能美市
使用される方の氏名／ name

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、市民の皆さまの家計に役立てていただくととも
に、市内の施設・店舗を、皆さまの買物や飲食、サービス利用等を通じて応援するために実施します。
次ページの「のみ応援特典券」を切り離し、店頭までお持ちください。
4,000 円（税込）以下の利用で５割引き、
4,000 円（税込）を超える利用で 2,000 円引きになります。

電話番号／ phone number

特典券を利用できる店舗等

※記載内容は本事業にのみ使用します。本券のコピーなどは無効となります

【発行】能美市産業交流部商工課（☎ 58‐2254

FAX

58‐2266）

市ホームページで、「のみ応援特典券」の取扱店を確認できます。→

のみ応援特典券
割 引 額：５割引き（最大

2,000 円）

※１回のお支払いに本券１枚まで利用可能

利用期間：令和２年７月１日（水）〜８月

31 日（月）

↓あらかじめ記入のうえ、店頭でご利用ください
利用者記入欄
住所／ address

能美市
使用される方の氏名／ name

電話番号／ phone number

※記載内容は本事業にのみ使用します。 本券のコピーなどは無効となります

【発行】能美市産業交流部商工課（☎ 58‐2254

FAX

58‐2266）

以下の方法で確認することができます。
切
り
離
し
て
使
用
し
ま
す

・本紙と一緒に配布された一覧表
・市ホームページ
・店頭の取扱店表示

使用例
● 900 円（税込）のお買い物をしたとき
→お店に 450 円をお支払いください

4,000 円（税込）以下のご利用は 5 割引きになります。

● 5,000 円（税込）のお買い物をしたとき
→お店に 3,000 円をお支払いください

4,000 円（税込）を超えるご利用は 2,000 円引きになります。
5,000 円 -2,000 円（割引額）＝ 3,000 円（支払額）

使用方法
・次ページの「のみ応援特典券」を切り離し、施設・店舗での会計時にレジへ提出してください。
・１回のお支払いにつき、「のみ応援特典券」１枚が利用できます。

注意事項
次に掲げる物品および役務の提供を受けるためには利用できませんのでご注意ください。
（１）国や地方公共団体等への支払い（税金、公共料金等）
※ 能美市の指定ごみ袋（青色・水色・緑色）の購入には利用できません
（２）商品券、ビール券、印紙やプリペイドカード等の換金性の高いものおよびタバコの購入
（３）土地や家屋の購入、家賃、地代、駐車場等の不動産にかかる支払い
（４）事業上の取引（商品の仕入れ等）
（５）医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む）
（６）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗法」
という。
）第２条第５項に規定する営業への支払い
（７）特定の宗教、政治団体、反社会的勢力と関わるものや公序良俗に反するもの
次に掲げる行為は禁止しています。不正利用があった場合は、割引額を支払っていただきます。
・転売、譲渡、偽造、コピー、利用者記入欄における虚偽の記入、その他これらに類する行為

問い合わせ
商工課（☎ 58‐2254

FAX

58‐2266）

市ホームページで、「のみ応援特典券」の取扱店を確認できます。→
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７ 広報のみ

のみ応援特典券【裏面】
【レシートまたは領収書の写し貼付欄】※取扱店が使用します

（注意事項）
・本券の利用期限は、令和２年８月 31 日（月）です。

〒 923-1297 石川県能美市来丸町 1110 番地
TEL (0761)58-1111 FAX(0761)58-2290
mail info@city.nomi.lg.jp

・１回の支払いで利用できるのは１枚です。
・利用額が 4,000 円（税込）以下の場合は５割引きに、
4,000 円（税込）を超える場合は 2,000 円引きになります。
取扱店記入欄
利用額（税込）

（Ａ）

円

税込割引額※Ａの５割（１円未満切り上げ）（Ｂ）

円

お客様支払額（税込）

円

（Ａ）ー（Ｂ）

取扱店名、連絡先電話番号（ゴム印可）

のみ応援特典券【裏面】
【レシートまたは領収書の写し貼付欄】※取扱店が使用します

（注意事項）
・本券の利用期限は、令和２年８月 31 日（月）です。
令和２年７月１日発行 発行 / 能美市 編集 / 企画振興部市長戦略室
ホームページ https://www.city.nomi.ishikawa.jp

・１回の支払いで利用できるのは１枚です。
・利用額が 4,000 円（税込）以下の場合は５割引きに、
4,000 円（税込）を超える場合は 2,000 円引きになります。
取扱店記入欄
利用額（税込）

（Ａ）

円

税込割引額※Ａの５割（１円未満切り上げ）（Ｂ）

円

お客様支払額（税込）

円

取扱店名、連絡先電話番号（ゴム印可）

（Ａ）ー（Ｂ）

