
くらしに関する情報をお知らせします

  問 / 社会福祉協議会（☎ 58‐6200 FAX 58‐6250）

  問 / ふるさと振興公社（☎ 52‐8008 FAX 52‐8012）

能美市社会福祉協議会職員募集

能美市ふるさと振興公社職員募集

募集職種 採用予定人員 受験資格・その他

社会福祉士
（中　級） 若干名 平成２年４月２日から、平成 11 年４月１日までに生まれ、社会福祉士の資格を有す

る人、もしくは、令和３年３月 31 日まで取得見込みの人

募集職種 採用予定人員 受験資格・その他 採用時の勤務場所及び主な職務内容 

学芸員
（美術工芸） １名

昭和 50 年 4 月 2 日以降に生まれ
た人で大学または大学院で歴史ま
たは美術を専攻し、博物館法第５
条第１項の学芸員の資格を有し、
美術工芸系の美術館に勤務経験の
ある人または勤務希望の人

能美市九谷焼資料館※において、九谷焼関連の美術工
芸資料の収集・保管・調査研究，展覧会の企画・運営
等の業務に従事します。なお、九谷焼を通しての地域
連携、観光振興、教育普及の業務も含まれます。
※九谷焼資料館は、８月11日（火）から能美市九谷焼美術館「五彩館」
と名称変更されます。

※能美市もしくはその周辺に居住または居住見込で通勤可能な人。ただし、受験資格の欠格条項があります。

提出先　（公財）能美市ふるさと振興公社　〒 923‐1245 能美市辰口町ヌ 10番地

提出先　能美市社会福祉協議会　〒 923‐1121 能美市寺井町た８番地１　ふれあいプラザ２階

試験日 受験手続 試験内容

一次試験
９月 20 日（日）

ふるさと振興公社で交付する申込用紙を８月３日（月）から８月 26 日（水）までに、ふるさ
と振興公社へ提出してください。（郵送の場合は、簡易書留により８月 26 日までの消印の
あるものが有効）
※申込用紙はふるさと振興公社ホームページからもダウンロードできます。

教養試験
小論文試験　
適性検査
専門試験

試験日 受験手続 試験内容

一次試験
９月 20 日（日）

能美市社会福祉協議会で交付する申込書を８月３日（月）から８月 28 日（金）までに、必要
書類を添えて、同協議会へ提出してください。（郵送の場合は、簡易書留により８月 28 日
までに必着のこと。）
※申込用紙は同協議会ホームページからもダウンロードできます。

教養試験
職場適応性検査
作文試験

令和２年度職員採用試験（令和３年４月１日採用）を次のとおり行います。

※ 一次試験の場所・時間帯は、試験申込者にお知らせします。
※ 二次試験は、11 月上旬を予定していますが、一次試験合格通知にあわせてお知らせします。

※二次試験日・内容は、一次試験合格通知にあわせてお知らせします。

令和２年度職員採用試験（令和３年４月１日採用）を次のとおり行います。

※能美市もしくはその周辺に居住または居住見込で通勤可能な人。ただし、受験資格の欠格条項があります。

有
料
広
告

有
料
広
告

このコーナーでは、催しや募集情報など、
市に関わるさまざまな情報を掲載しています。

　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。※８月の星空教室・星空観察会・プラネタリウム定時投映の
情報は市ホームページでお知らせします。

「聞いて・見て・作る　動物園編」
いしかわ動物園で好きな動物をスケッ
チ。自分で描いたスケッチを見ながら、
九谷焼陶芸館で粘土の作品をつくりま
す。
期８月９日㈰　９時集合
所 動物園正面ゲート
対 親子（大人１人・小学生１人）
定 10 組 20 人（先着順・要予約）
費 3,500 円（動物園入園料・陶芸館作
陶料含む）
持 画材（画板などあると便利です）・
弁当・エプロン・マスク
申 問 九谷焼陶芸館（☎ 58‐6300）

夏休み親子陶芸体験

霊峰白山の四季折々の眺望と白山の風
景の自然描写などで応募された多数の
作品の中から入賞作品（写真・絵画）
を展示します。
期８月 12 日㈬正午～８月 26 日㈬正午
所寺井図書館 市民ギャラリー
問 都市計画課（☎ 58‐2252  FAX 58‐
2298）

「第５回白山眺望大賞」
受賞作品パネル展

県と（公財）いしかわ結婚・子育て支
援財団では、子どもの結婚を応援した
い親御さん・ご家族を対象にセミナー
とお悩み相談会を開催します（要申し
込み・先着順）。
期９月 11 日㈮ 13 時 30 分～ 16 時 30
分（受付 13 時から）
所石川県地場産業振興センター本館 3
階　第 5研修室（金沢市鞍月 2丁目 1
番地）
内第 1部「親御さんのための結婚応援
セミナー」第 2部「お悩み相談会」
締８月 31 日㈪
申 問 （公財）いしかわ結婚・子育て
支援財団（☎ 076‐255‐1535  FAX 076
‐255‐1544 konkatsu@i-oyacomi.
net）

親御さんのための結婚応援
セミナー・お悩み相談会

次のとおり訓練生を募集します。必要
書類はハローワークで配付します。
応募資格  健康で技能習得意欲があり、
就職意志がある方で、公共職業安定所
長の受講あっせんを受けられる方
訓練科名  溶接科、情報ビジネス科、生
産設備製造科
訓練期間  令和２年 10 月８日㈭～令和３
年３月 19日㈮
願書受付期間７月 29 日㈬～９月９日㈬
選考日９月 18 日㈮９時
選考方法  面接、書類選考及び適性検査
合格発表９月 25 日㈮
申込方法  必要書類をハローワークに提
出してください。
申問 石川県立小松産業技術専門校（☎
0761‐44‐1183 FAX 0761‐44‐4267）

小松産業技術専門校 後期
訓練生募集

霊峰白山の四季折々の眺望をとらえた
写真や絵画（洋画、日本画、切り絵、
ちぎり絵など）を募集します。
写真部門、絵画部門の両部門に大賞及
び加賀の國首長賞などを予定していま
す。
応募方法 メール、郵送、
持参で応募ください。
詳細な募集要項はお問
い合わせください。
締令和３年３月 31 日㈬
申 問  加賀地域連携推進
会議（オール加賀会議）事務局　小松
市まちデザイン課（☎ 0761‐24‐8099 
toshikei@city.komatsu.lg.jp）

第６回白山眺望大賞作品募集
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北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）
では、新型コロナウイルス感染症の影
響により家計が急変し、困窮している
学生を救済することを目的に、JAIST基
金を活用した緊急学生生活支援金の給
付を行うこととなりました。学生が安
心して勉学に励むことができるよう、
市民の皆さまからの温かいご支援、ご
協力をお願いします。
申 問 JAIST 基金事務室（☎ 51‐1059
kikin@ml.jaist.ac.jp）

JAIST姜准教授を講師とし、家族で能美市の新しいお土産を考えながら、他の家族とア
イデアや商品力を競い合うビジネス教室を開催します。
対 市内の小中学生とその保護者からなる４人程度のグループ
定 10 組 ※定員を超えた場合は抽選となります
期 全４回
① ９月 ６日㈰  ９時～ 16 時
② 10 月 11 日㈰  10 時～ 16 時
③ 10 月 18 日㈰ 10 時～ 16 時
④ 11 月 ８日㈰ 10 時～ 16 時
所 辰口福祉会館　交流ホール  締 ８月 21 日㈮
申 問 商工課（☎ 58‐2254 FAX 58‐2266）

災害発生時に外国人住民を支援するた
め、災害情報の翻訳・通訳やニーズ把
握等を行うサポーターの育成講座を開
催します。（全２回を受講し修了）
期①８月 30 日㈰ 10 時 30 分～ 14 時
30 分②９月 27 日㈰９時～ 11 時
所 ①寺井地区公民館②穴水町さわやか
交流館プルート
対 日本語のほか、外国語で日常会話程
度の語学力がある方など
費 無料 締 ８月 27 日㈭
申 問 （公財）石川県国際交流協会（☎ 
076‐262‐5932 FAX 076‐222‐5932）

８月24日㈪～28日㈮は、ふれあいあ
いさつデーの強化週間です。
朝の登校時間に子どもたちへ声掛
けをお願いします。
問 まなび文化課（☎ 58‐2272 FAX 55‐
8555）

JAIST 基金へのご寄附のお願い

家族対抗ベンチャー教室

災害時語学サポーター
育成講座受講者募集

ふれあいあいさつデー
強化週間

石川県では、各家庭における生活必需品の備蓄など防災対策を推進するため、８月29
日㈯から９月６日㈰までの間、県内の協賛店舗で、「備えて安心！いしかわ防災キャ
ンペーン」を実施します。
協賛店舗では、期間中、備蓄品や防災グッズ等の特設販売コーナーが設置されます。
このキャンペーンを機会にご自身やご家族に必要な「災害への備え」を実践してみま
せんか。

問石川県危機管理監室危機対策課
（☎076‐225‐1482 FAX 076‐225‐1484）

備えて安心！いしかわ防災キャンペーン
８月 29日（土）～９月６日（日）

詳しくは いしかわ防災キャンペーン 検索

区分 警察官Ｂ、警察官Ｂ（武道指導）、女性警察官Ｂ

受験資格 昭和 62 年４月２日から平成 15 年４月１日までに生まれ、大学
卒業または令和３年３月までに大学卒業見込み以外の人

受付期間 ８月３日（月）～９月１日（火）

試験日程

第１次試験
（筆記試験）　　９月 20 日（日）
（体力試験）　　10 月３日（土）
第２次試験　　10 月下旬
最終合格発表　11 月中旬

申 問 能美警察署（☎ 57‐0110 ）最寄りの交番、駐在所

石川県警察官募集  ～あなたのその手で「守れる」ものがある～

８月 24日㈪～ 28日㈮

能美市地域自立支援協議会では、精神に障がいのある
人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。
期８月 22 日㈯ 10 時～ 12 時 所 根上総合文化会館　
204 研修室 対 精神に障がいのある人（発達障がいを含
む）送迎など配慮が必要な方はお申し出ください。
締 ８月 14 日㈮ 申 問 福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

～精神に障がいのある方へ～
「思いを語り合う会」

詳しくは、市ホームページへ

市内に居住する小・中学生とその保護者
（1人のお子さんにつき保護者１名）

市内に居住する小学生以上どなたでも
（中学生以下は保護者同行）

各回 20 組 40 名
　参加者に別途ご連絡します（能美市内）
　８月 12 日（水）（当日必着）
1回の応募につき１組まで

30 名
　参加者に別途ご連絡します（小松市内）
　８月 21 日（金）（当日必着）
1回の応募につき３名まで

・右記必要事項を明記し、ハガキ、FAX または電子メールで応募ください。
・小雨決行になりますので、その場合は雨合羽の用意をお願いします。（傘は不可）
・応募多数の場合は抽選とします。結果は、当選の有無に関わらず、申込代
表者の方にご連絡します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

〒 923‐1297　能美市来丸町1110番地　企画振興部市長戦略室
（☎ 58‐2204  FAX 58‐2291 senryaku@city.nomi.lg.jp）

タイトル「北陸新幹線見学会申込」
（１）参加希望日時
（２）参加者全員の氏名（ふりがな）、
年齢（学年）、性別
（３）代表者連絡先
　　・住所
　　・電話番号

2023 年の北陸新幹線県内全線開業を身近に感じていただ
くため、北陸新幹線工事現場の見学会を行います。

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。

手話ページＱＲコード▶
今月の手話

問い合わせ　福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

手話表現：能美市町会連合会会長　重田 勝年さん

お盆

暑中お見舞い申し上げます

① -1、① -2　墓石の上の部分を表現し
②両手を合わせて拝むしぐさをする

【暑い】+【おつかれさま】+【言う】で「暑中お見舞い申し上げます」の表現になります。
【暑い・夏・南】
① -1、① -2　親指を人差し指にのせ
た右手こぶしを、首筋を仰ぐように
動かす。（うちわで仰ぐイメージ）

【おつかれさま・大変】
② -1、② -2　右手こぶしで左手の
手首を 2回たたく

【言う・申し上げる】
③ -1、③ -2　立てた右手人差し指
を口元から前へ出す
軽くお辞儀をして気持ちを伝える

① ①
－２

①
－２

②

－１－１ －２－２
③② ③②

－１

①
－１
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レジ袋有料化をきっかけに、エ
コバッグやマイボトルの利用
で使い捨てプラスチックを減ら
し、海洋プラスチックごみや地
球温暖化などの問題について考
えてみませんか。

問い合わせ 生活環境課 （☎ 58‐2217 FAX 58‐2292）
 美化センター （☎ 51‐2471 FAX 51‐5029）

【エコバッグの利用を】
美化センターへごみを運ぶときに荷
台から道路にごみが落ちると、近隣
住民の迷惑になったり、事故の原因
になるなど大変危険です。荷台には
カバーやロープなどをかけて、ごみ
が落ちないようご注意ください。

【道路にごみが落ちないように】

ロープをかける

　「現代美術展 能美展」初開催！
今年で 76 回を迎える県内最大級の美術公募展ですが、能美市誕生 15 周年お

よび川北町 町制施行 40 周年を記念して、第１回となる「能美展」を開催いた
します。県を代表する作家や能美市・川北町の地元作家の作品など、103 作品
を展示します。

能美市九谷焼美術館｜五彩館｜　（日本画・工芸・写真）
能美市九谷焼美術館｜浅蔵五十吉記念館｜　（洋画・彫刻・書）

　一般 430 円　75 歳以上 320 円
　　　　　　　高校生以下は無料　※２会場共通入場券

能美市九谷焼美術館｜五彩館｜（☎ 58‐6100 FAX 58‐6086）

九谷焼作家　有生 礼子 氏

ウルトラマン、バルタン星人、ブースカの 3体の新作
フィギュアを、市内在住の九谷焼作家の皆さまに絵付け
をしていただき、展示します。個性あふれる作品が一堂
に集います！ 

能美市九谷焼美術館｜職人工房｜

商工課（☎ 58‐2254 FAX 58‐2266）

入館に際しては、
基本的感染対策（マスクの着用・検温・
手洗い等）にご協力をお願いします。

市・県民税（第２期）、国民健康保険税（第５期）、
後期高齢者医療保険料（第５期）、介護保険料（第５
期）、上下水道料（６月使用分）、下水道受益者負担
金（第２期）
※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。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休日窓口に
おける受け取りは事前にご予約された方のみ可能です。
※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。

　施設の名称が変わります 　先月号でもお知らせしたとおり、九谷陶芸村に点在する
九谷焼関連施設は、8月 11 日（火）に名称を変更します。

能美市九谷焼美術館
４館の統合名称

能美市九谷焼資料館

五彩館 体験館 職人工房浅蔵五十吉記念館

能美市立九谷焼美術館
（浅蔵五十吉美術館）

能美市立九谷焼陶芸館 能美市九谷焼担い手
職人支援工房

「能美市九谷焼美術館」新名称記念　特大号！

　絵付けのプロのアドバイスを受けながら、ウルトラマンやハローキティといった人気キャラクターの九谷焼フィギュア
に絵付けができる特別企画です！九谷焼作家から技法を学び、自分の好きなキャラクターを素敵に彩ることができます。

　能美市九谷焼美術館｜体験館｜
　絵付け 1体 1,500 円～

　　　　　　　（素地代・絵具代・税込）
　　　　　　    ※フィギュアによって料金が異なります

　希望参加日時、参加人数（体験者数）、
参加者お名前（漢字・ふりがな）、同席
者人数、ご連絡先（日中連絡のとれる
電話番号）をメールまたは電話でご連
絡ください。
詳しくは、市ホームページへ。

　観光交流課（☎ 58‐2211
FAX 58‐2297 kankou@city.nomi.lg.jp）

市ホームページ

８月12日（水）～23日（日）

８月12日（水）～23日（日）

➊ ８月15日（土）10 時～ 12 時
講師：元女 貴之 氏

➌ ８月16日（日）10 時～ 12 時
講師：岡崎 萌 氏

➍ ８月16日（日）14 時～ 16 時
講師：山岸 青矢 氏

➋ ８月15日（土）14 時～ 16 時
講師：有生 礼子 氏 ※この回はハローキティの

フィギュアに絵付けします

市内九谷焼作家による
「新作ウルトラマンフィギュア作品展」

九谷焼作家　有生 礼子 氏

九谷焼作家　佐藤 剛志 氏

　九谷焼作家から学ぶ「九谷焼フィギュア絵付け体験」

202121



いしかわ動物園にズームイン！

　いしかわ動物園では、今年も出産や移動などにより、新しい仲間が増えました。

　写真左は、３月 19 日に生まれたプレーリードッグの六つ子たち。６月 19 日からは、午後限定で公開も始まっ

ていますよ。写真中は、６月 22 日に生まれたグレビーシマウマの赤ちゃん（オス）。シマウマは動物園の定番

動物というイメージがありますが、じつは、グレビーシマウマは国内では 22 頭が飼育されているだけの珍し

い種類で、当園では３回目の誕生となります。

　そして写真右は、６月 23 日に秋田市大森山動物園からやってきたアムールトラの幼獣「月」（10 ヶ月）。昨年、

長野市茶臼山動物園から来た「ミタケ」（２歳）のお嫁さん候補で、新しい環境や飼育員に臆することもなく、

とてもおおらかな性格です。

　シマウマとトラは、現在環境に慣れるための練習中で、公開までにはもうしばらく時間が必要です。このほか、

すでに展示場で元気に過ごしているトキやフクロウの若鳥とあわせて、今年もかわいい仲間たちから目が離せ

ません。

いしかわ動物園のニューフェイスたち■

文：いしかわ動物園

Zoo

みんなの図書館

わっはは ぼくの夏休み

おの りえん [ 作 ] 
タダ サトシ [ 絵 ]
こぐま社

おじいちゃんちに一人で泊まる夏休み。期待と不安でドキド
キの男の子を待っていたのは、「ようこそ」と出迎えてくれ
た一匹のちょうちょだった…。宿題もゲームも忘れるくらい
の最高に楽しい夏休みを描く。

おすすめの絵本

■ 夏のどくしょスタンプラリー
　本を借りたら、台紙にスタンプを押します。スタンプ 30
個で手作りプレゼントと交換！台紙は各図書館にあります。
　期間　７月 18日（土）～８月 31 日（月）
　対象　市内在住の小学生以下の方

※開館時間、休館日については、ホームページ、各図書館だ
よりをご覧ください。

あめつちのうた

朝倉 宏景 [ 著 ]
講談社

イーブン

村上 しいこ [ 作 ] 
小学館

運動が苦手な雨宮大地は、甲
子園球場の整備を請け負う阪
神園芸へと入社するが、仕事
は失敗続き。自分は本当に一
人前になれるのだろうか？仲
間たちと関わり合いながら、
自らの弱い心を掘り起こすよ
うに土へ向き合っていく…。

友だちとのケンカをきっかけ
に中学校へ行けなくなってし
まった美桜里。父親のＤＶが
原因で離婚した両親、キッチ
ンカーの貴夫ちゃんやトムと
の出会いなどを通して、「イー
ブンな関係」について考えは
じめ…。少女の成長物語。

おすすめの一般書 おすすめの児童書

Event

能美ふるさとミュージアム広報室

▶ 10 月 17 日（土）の開館を目指して、現在、新しい博物館「能美ふるさとミュージアム」を建設中です。
　少しずつ出来上がっていく様子は、博物館ホームページの「のぞいてみよう！博物館建設！」のページでもご覧い
ただけます。普段は見ることのできない、あんなところや、こんなところも、見ることができる…かも？

いよいよ展示品の搬入も少しずつ始まりまし
た！全長4mの長い資料も…資料の正体は「の
みふる」で！

歴史民俗資料館で長年愛された模型も「のみ
ふる」へのお引越しに備え、修復作業。可愛
いヒミツも隠されています！

ギボウシの花。「のみふる」周辺の植栽は日
本の在来種やその園芸品種で四季折々に彩ら
れます。

歴史民俗資料館　展示観覧終了のお知らせ
能美市立歴史民俗資料館は 7月 10 日をもって、展示観覧を終了いたしました。
開館から 36年、歴史民俗資料館を支え、ご来館くださったすべての皆さまに厚く御礼申し上げます。
なお、歴史民俗資料館の歴史を振り返る、特別デジタル企画展「歴史民俗資料館のあゆみ」は引き
続き、能美市立博物館ホームページにて開催中です。

　　

今から 40 年前、昭和 55 年（1980 年）に廃線と

なった能美電をご存知でしょうか。能美電は大正

14 年（1925 年）に開業した総延長 16.7km のロー

カル電気鉄道の愛称です。能美市を根上から鶴来に

かけて横断し、根上、寺井、辰口の旧三町をつなぐ

生活の土台として半世紀にわたり、沿線住民を支え

ていました。通勤・通学はもちろん、石材や肥料な

ど荷物の運搬にも利用され、産業の発展にも大きく

貢献しました。

　多くの方に愛された能美電ですが、自動車の急

激な普及により利用者が減少し、昭和 55 年、惜し

まれつつも廃線となりました。

能美電の線路跡は、桜の植樹と舗装工事が行われ

「健康ロード」に生まれかわり、ウォーキングコー

スとして親しまれています。また、辰口中央児童館

横の「のみでん広場」には能美電で活躍した客車「モ

ハ 3761」が保存展示されており、日中は車両が開

放され（月曜と荒天時は閉鎖）、市民の憩いの場に

なっています。

　廃線から 40 年の今年、能美電の貴重な資料を見

ることのできる新しい博物館「能美ふるさとミュ

ージアム」がオープンします。テーマ展示室「能

美電の走っていた時代」では、当時の貴重な写真や、

駅員さんが実際に使っていた道具などを展示しま

す。

　沿線に残る数々

のエピソードとと

もに能美電が走っ

ていた時代を振り

返りましょう。

のみふるコラム

写真提供：中 寛子さん
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