
くらしに関する情報をお知らせします

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。
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　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。

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 (スクールカウン
セラー、臨床心理士 )が相談に応じます。
（要予約・先着順）
期９月 12 日㈯９時～ 12 時
所 能美市教育センター（秋常町：旧す
みれ保育園）費 無料 締 ９月７日㈪
申 問 能美市教育センター
（☎ 58‐7867）

期９月 16 日㈬ 14 時～ 16 時
所 石川県南加賀保健福祉センター１階
大会議室（小松市園町ヌ 48 番地）
対 うつ病などの患者の家族
内 講演「うつ病の理解と対応」と家族
交流会
講師 加賀こころの病院　石井 奏 氏
費 無料 締 ９月９日㈬
問 石川県南加賀保健福祉センター　健
康推進課（☎ 22‐0796）

子育ての悩み・不安
専門教育相談（要予約）

うつ病家族教室を開催します

応急手当の方法を身につけたい、受講
してみたいけど１人（少人数）なので
申し込みにくいと思っている方などを
対象に定期講習会を実施しています。
講習では、心肺蘇生とＡＥＤの使用方
法、止血処置、異物除去などを学ぶこ
とができます。
期 10月 10日㈯ 13時～ 16時
所 能美市防災センター
定 15 人（市内在住または在勤の方） 
その他 持ち物は特にありません。動き
やすい服装でお越しください。また、
マスクの着用などの感染防止対策を
ホームページ上に記載してありますの
でご確認ください。
申 問 消防本部 警防課（☎58‐5119）

応急手当定期講習会

「今日の星空解説」約 15分
「アリオンとイルカ」約 12 分
投映時間 土・日・祝日の 15 時～
定 ８人
費 小学生以上 100 円未就学のお子様
は保護者同伴でお願いします。
問根上学習センター
（☎55‐8560 FAX 55‐8573）
（予約不要）

根上学習センター
９月のプラネタリウム定時投映

９月は水道メーターの検針月です。15
～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、駐車したりしな
いようご協力をお願いします。
申 問上下水道課（☎ 58‐2260）

９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
人とお楽しみください。
期９月８日㈫
所里山の湯（露天風呂で実施）
入浴料 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　
月替わり湯のお知らせ

「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☆系外惑星の話
期 ９月６日㈰ 10 時 20 分 所 根上学習センター 
プラネタリウム 定 ８人
星空観察会☆木星、土星、月を見よう
期９月 26 日㈯ 19 時 30 分 所 根上学習センター
屋上（天候不良の場合は中止）定 12 人
問 根上学習センター（☎ 55‐8560  FAX 55‐8573）

星空教室
星空観察会

水道メーター検針のお知らせ

問 /子育て支援課（☎ 58‐2232、FAX 58‐2293）

　放課後児童クラブは、働く保護者が安心して仕事が
できるように放課後から帰宅までの時間を支援する場
です。家庭で保護者に代わり保育できる人がいる児童
については、入会できない場合もあります。
▶ 受け入れ対象　保護者の就労などにより日中留守
家庭となる小学生
▶申込書配布・提出期間

10 月１日（木）～ 10 月 14 日（水）
▶ 申し込み方法　各放課後児童クラブにある申込書
に必要事項を記入し、希望する放課後児童クラブに提
出してください。

能美市放課後児童クラブ一覧表

クラブ名　 児童館等名 所在地 電話番号

根上北部放課後児童クラブ 根上北部児童センター 福島町ろ 62－３ 55‐5838

根上中央放課後児童クラブ　 根上中央児童館 中町子 88 55‐0055

福岡放課後児童クラブ 福岡児童館 福岡町甲 30 55‐3187

寺井放課後児童クラブ　 寺井中央児童館 寺井町中 84 58‐5425

長野放課後児童クラブ 長野放課後児童クラブ 大長野町ニ 130 － 1 57‐2130

湯野放課後児童クラブ 湯野児童館 佐野町ラ 70 57‐0340

粟生放課後児童クラブ 粟生児童館  粟生町東 25 58‐5032

辰口中央放課後児童クラブ 辰口中央児童館 倉重町戊 33 －１ 51‐3222

辰口緑が丘放課後児童クラブ 緑が丘児童館 緑が丘九丁目１ 51‐5545

辰口宮竹放課後児童クラブ 宮竹児童館 宮竹町ハ７－１ 51‐5532

辰口国造放課後児童クラブ 国造児童館 和気町い 62 51‐5735

ひすいすい放課後児童クラブ 共生型福祉施設G‐Hills 緑が丘十一丁目 49 －１ 51‐7776

WiWi キッズクラブ 特定非営利活動法人WiWi キッズクラブ 下開発町ア 100 －１ 070‐4319‐5079

国民健康保険税（第６期）、後期高齢者
医療保険料（第６期）、介護保険料（第
６期）、上下水道料（７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。

令和３年度　放課後児童クラブ入会申込受付

▶注意事項
・現在入会している場合も毎年申し込みが必要です。
・詳細については各放課後児童クラブへお問い合わせ
ください。
・申込人数により希望する放課後児童クラブに入会で
きない場合があります。
・夏休み期間中だけの申し込みは来年６月１日～ 15
日に受け付けます。

これらは、ガラスやアルミなどの金属にリサイクルされます。
町会・町内会の資源収集日またはリサイクルセンターへ出しましょう。
◆ 蛍光灯…割れないように、新品のケースに入れるか新聞紙などに包
んでください。（白熱球、LED、点灯管も対象です）
◆ 電池…発火の危険がありますので不燃ごみには入れないでくださ
い。（ボタン電池、小型充電式電池、リチウムコイン電池も対象です）
◆ 体温計等…体温計や温度計、血圧計は、水銀式や電子式も対象です。
問い合わせ　生活環境課（☎ 58‐2217 FAX 58‐2292）
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能美市、のみ商業協同組合　  介護長寿課（☎ 58‐2233 FAX 58‐2292）

市内の15施設を巡るスタンプラリーです。スタンプの個数に応じて景品を進呈します。

いきいきキャンペーンについての詳細は、７月に全戸配布しましたチラシをご覧ください。

・75 歳・85 歳・95 歳の元気高齢者の方に祝品を贈呈します。
   （必要条件があります。対象者には個別通知をします。）
・88 歳（昭和 7年 4月 1日～昭和 8年 3月 31 日生）の方に
   祝品を各地区の民生委員児童委員がお届けします。
・敬老の日に、市内最高齢となる男性および女性の方に祝品を贈呈します。

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。

時 /時間　場 /場所　申 /申し込み先　問 /問い合わせ

９
月 １日（火）

議会定例会本会議（初日）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX 58‐2295）

８日（火）
議会定例会本会議（一般質問）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX 58‐2295）

９日（水）
議会定例会本会議（一般質問）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX 58‐2295）

15日（火）
ふれあいあいさつデー
朝の登校時間に子どもたちへ声かけをお願いします。
問／まなび文化課（☎ 58‐2272  FAX 55‐8555）

17日（木）
女性の就職・再就職のための自己分析セミナー
要事前申込、キッズコーナー有です。くわしくは、本紙の裏表紙をご確認ください。
時／ 10 時～　場／寺井地区公民館　申・問／地域振興課（☎ 58‐2212 FAX 58‐2291）

18日（金）
議会定例会本会議（最終日）
時／ 11 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX 58‐2295）

９月１日（火）～９月 30 日（水）

各図書館、辰口福祉会館（浴場の受付）、亀齢荘、白寿会館、
介護長寿課（本庁舎内）

いきいきパスポート
※いきいきパスポートは、65歳以上の市民の方に送付しています。
（再交付には 100 円の手数料が必要となります。）
申請場所：介護長寿課、寺井・根上窓口センター

台紙をもらいに行こう！

押

期 =日時、開催日、期間　 所 =場所　対 =対象　定 =定員　費 =費用、料金 　持 =持ちもの　内 =内容
締 =申し込み締め切り　申 =申し込み　問 =問い合わせ　☎=電話番号　 FAX = ファクス番号　 =Ｅメールアドレス 
講座・催しなどで特に記載のないものは、どなたでも参加（申し込み）可能、料金は無料です。
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石川県のとっておきの風景や地元なら
ではの時間の過ごし方、子育てにまつ
わるほっこりエピソードなど、あなた
の「いしかわ暮らし」の一場面を投稿
してください。
応募方法  石川県での暮らしの魅力が実感
できる写真とそれに関する説明（目安：
30 文字以上）を用意し、Instagram、
Twitter または応募サイトから投稿して
ください。詳しくは、下記URLをご確
認ください。
締 10月 31日㈯
問 石川県地域振興課（☎ 076‐225‐
1312）https://www.ishikawa-kurashi.
com/

新型コロナウイルス感染症に関連する
各種支援金、相続、遺言、在留資格、契約、
離婚協議書の作成、農地転用他各種許
認可申請の手続きなど様々な相談につ
いて電話でお答えします。
期 10月２日㈮～10月４日㈰
10時～16時
相談の電話番号  石川県行政書士会　事務局
（☎ 076‐268‐9110）
面談による無料相談会は石川県行政書
士会ホームページをご確認ください。
https://www.ishikawagyousei.org/
問 石川県行政書士会（☎ 076‐268‐
9555）

自分を責めたりしていませんか。「頑
張って、元気を出して」という言葉が
辛くありませんか。自分の中にグリー
フ（深い悲しみ・悲観・悲痛）を無理
にため込まず、今の気持ちのままに話
してみませんか。参加・申込は不要です。
どなたでもお越しください。
期  ９月 13 日㈰ 14 時～ 16 時
所  誓立寺（辰口町 51番地）
問 法林寺（☎ 55‐0149）または誓立
寺（☎ 51‐2104）

私のいしかわ暮らし
投稿キャンペーン

電話による無料相談会
『行政書士電話相談』

ともいき～大切な人を
亡くされた方々の集いです～

ふるさと交流研修センターさらいは、
９月１日㈫から当面の間、休業します。
ご迷惑をおかけしますが、コロナ禍の
対応のため、ご理解をお願いします。
申 問 観光交流課（☎ 58‐2211 FAX 58‐
2297）

取引や証明に使用する「はかり」（特定計量器）は、２年に１回、計量法に基づく「定
期検査」を受けなければなりません。下記の日程で、定期検査を実施しますので、受
検をお願いします。
検査日程

● 辰口地区
期 ９月 29日㈫ 13時～ 15時 所 市役所本庁舎
● 寺井地区および根上地区
期９月 30日㈬ 10時～ 12時、13時～ 15時 所 市役所寺井分室
問商工課（☎58‐2254 FAX 58‐2266）、
　石川県計量検定所（☎076‐254‐5507 FAX 076‐254‐5543）

ふるさと交流研修センター
さらい休業のお知らせ「はかり」の定期検査を実施します

＜お詫びと訂正＞
いきいきキャンペーンチラシ（前回
全戸配布）の中の、「いきいきパスポ
ート利用特典」の項目中で、亀齢荘、
白寿会館の通常料金を 200 円と記載
しましたが、正しくは 100 円です。
お詫び申しあげ訂正いたします。
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いしかわ動物園にズームイン！

　昨年末から改修を進めていた「オーストラリアの平原」が、８

月１日から再開しました。新しい展示場の最大の見どころは、展

示場内に設けた観覧テラスと、時間限定で展示場内を歩くことが

できるウォークインゾーンの設置です。カンガルーたちをより間

近で直接観察できるようになった他、テラスからはエミューも手

が届くほどの所で見られます。

　また、新しい展示場は、室内のガラス窓を網目のない透明なタ

イプに変更したことで、視認性が大幅にアップしました。

　そうそう、８月に入ってからは、お母さんの袋からひょっこり

と顔を出す赤ちゃんの姿も見られるようになりました。間もなく

袋から飛び出して、自力で飛び跳ねる様子もご覧いただけると思

いますので、ご来園の際は、必ず新しい「オーストラリアの平原」

にお立ち寄りくださいね。

※ウォークインゾーンの解放時間／ 11 時～ 12 時、14 時～ 15 時

　雨天時は解放しませんので、ご了承ください。

「オーストラリアの平原」がリニューアルオープン■

文：いしかわ動物園

Zoo

みんなの図書館

こんにちは！わたしのえ

はた こうしろう [ 作 ] 
ほるぷ社

まっしろの紙に筆をおろすと、色が
生まれる。立ち上がって、筆をふり
まわして、手や足にも絵の具をぬっ
て体ぜんぶで色をぬって。描くこと
の喜びに目覚める瞬間をみずみずし
く描いた、擬音語も楽しい絵本。

おすすめの絵本

※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。

首里の馬

高山 羽根子 [ 著 ]
新潮社

きみの声がききたくて

オーウェン・コルファー [ 作 ] 
文研出版

中学生の頃から沖縄の郷土資料館の
資料整理を手伝う未名子は、世界の
果ての遠く隔たった場所にいる人た
ちにオンライン通話でクイズを出題
するオペレーター。ある台風の夜、
庭に迷いこんできたのは…。

心に深い傷をおい、ほえることがで
きなくなった子犬と、父親とはなれ、
声を出すことをやめた少年。時間を
かけて親友になったふたりは、「きみ
の声がききたい」と、同じことをね
がい…。

おすすめの一般書 おすすめの児童書

ウォークインゾーンからカンガルーを見る

ガラスの透明化で視認性がアップ

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：能美市消防本部消防長　近藤 芳功

痛い

助けて

指を曲げて、
てのひらを上に向け
た手を小刻みに震わ
せる

① -1、① -2
立てた左手親指の甲
側を、右手てのひら
で手前へ 2回たたく

【呼ぶ】
② -1、② -2　手招きする①

－２ －１ －２
② ②①

－１

九谷 庄三 作 「朝顔仔猫図平鉢」明治初期
　九谷庄三の明治初期の
作で、室生犀星の短編「九
谷庄三」に登場する絵皿
のモデルとされていま
す。犀星と交流があり県
立工業学校の教師だった
陶芸家の板谷波山がかつて所持していたことが
知られています。さらに近年の調査で分かった
ことで、庄三はこの絵皿の猫を描くときに、葛
飾北斎の「三体画譜」掲載の猫を参考としたこ
とが明らかになりました。北斎がトンボを見る
猫を描いたのを、庄三は蜘蛛を見上げる猫に仕
上げています。

場　所　能美市九谷焼美術館｜五彩館｜

■能美市美術作家協会陶芸部展　（紫の間）
～９月６日（日）

■能美市美術作家協会絵画部展（ロビーギャラリー）
～９月 13 日（日）

■能美市美術作家協会書道部展（ロビーギャラリー）
９月 24 日（木）～ 10 月 18 日（日）

■現代九谷名工遺作展（緑の間）
～ 10 月 11 日（日）

■女流作家作陶展（紫の間）
９月８日（火）～ 10 月 18 日（日）

♦併せてご覧になれる 常設企画展
　・色絵九谷の系譜展（紺青の間）
　・赤絵九谷の系譜展（朱赤の間）
　・九谷焼制作工程資料展（黄色の間）

九谷庄三　仔猫 葛飾北斎「三体画譜」猫 問い合わせ　能美市九谷焼美術館｜五彩館｜（☎ 58‐6100 FAX 58‐6086）

九谷焼の作品や催しの紹介コーナー

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。

入館料　一般 430 円・75 歳以上 320 円・高校生以下無料
（五彩館と浅蔵五十吉記念館の共通券です）

救急車を呼ぶ

【救急車】+【呼ぶ】で「救急車を呼ぶ」の表現になります。
【救急車】
① -1、① -2　
左手の親指と残り 4指を平行
に伸ばす。
その左手の上で指を曲げた右
手をクルクルまわす。
（サイレンのイメージ）

－１ －２
① ①

表情も大事な
情報です。
この場合は
「痛そうな顔」を
しましょう。
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