期
締

= 日時、開催日、期間 所 = 場所
= 申し込み締め切り 申 = 申し込み

対

= 対象 定 = 定員 費 = 費用、料金 持 = 持ちもの
= 問い合わせ ☎ = 電話番号 FAX = ファクス番号

内

問

= 内容
= Ｅメールアドレス

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。

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。

シルバー人材センター
「事業普及啓発促進月間」
シルバー人材センターでは、高齢者の
就業の場の確保やボランティア活動な
どの社会参加を通じての地域貢献活動
を行っています。また、活動を通して、
会員自身の生きがいや健康づくりを推
進し、地域の活力となっています。
毎年 10 月を「事業普及啓発促進月間」
とし、理解と就業の機会の確保に努め
ています。
入会をご希望の方は、ぜひセンターに
お越しください。
問 公益社団法人能美市シルバー人材セ
ンター（☎ 58‐4060 FAX 58‐4061）

小松産業技術専門校
訓練生募集

後期

次のとおり訓練生を募集します。
訓練科名 ＣＡＤオペレーション科
訓練期間 令和２年 12 月４日〜令和３年
３月 29 日
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
願書受付 10 月５日㈪〜 11 月 10 日㈫
選考方法 面接、書類選考及び適性検査
提出書類 各ハローワークにあります。
提出先 各ハローワーク
問 石川県立小松産業技術専門校
（☎ 0761‐44‐1183）

アルコール依存症家族教室を
開催します
お酒の問題で悩んでいる家族を対象に、
家族教室を開催します。費用は無料で
す。要事前申込。
期 11 月９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）
内 講演会「アルコール依存症の理解と
対応」と家族交流会
講師 岡部診療所 西念 奈津江 氏
（精神保健福祉士）
締 11 月２日㈪
申 問 石川県南加賀保健福祉センター
健康推進課（☎ 22‐0796 FAX 22‐0805）

令和３年版「石川県民手帳」
予約申込のご案内

中小企業退職金共済制度を
活用しませんか
中小企業退職金共済制度は国がサポー
トする中小企業のための退職金制度で
す。掛金は全額非課税で一部を国が助
成、パートさんや家族従業員も加入で
き、社外積立のため管理も簡単です。
問 中小企業退職金共済事業本部（☎ 03
‐6907‐1234 FAX 03‐5955‐8211）

発売時期
販売価格
掲載内容

【本編】用途に応じて使い分け可能な予
定表
・年間スケジュール表
・カレンダー式月間予定表
・週間予定表
・県内の主な催し など
【資料編】統計データ、相談窓口など役
立つ情報を掲載
・石川ユニークデータ
・主要官公庁所在地一覧
・主な相談窓口
・主なスポーツ施設、観光施設 など
予約申し込み 問 市長戦略室（☎ 58‐2204
FAX 58‐2291）または石川県統計協会（☎
076‐225‐1341 FAX 076‐225‐1345）
※県内書店・ショッピングセンター等で
の取り扱いもあります。

くわしくはホームページへ
中退共

検索

労働関係のトラブル
解決しませんか

里山の湯
月替わり湯のお知らせ

石川県労働委員会では、労働者個人と
事業主（使用者）との間で労働条件な
どに関するトラブルが発生し、自主解
決が困難となった場合に、経験豊富な
弁護士などの委員が、あっせんにより
解決を促します。制度の利用は無料で
す。
問 石川県労働委員会事務局（☎ 076‐
225‐1881）

10 月の替わり湯は『はとむぎ湯』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 10 月 13 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）

くわしくはホームページへ
いしかわ統計指標ランド

検索

過去の天気や気温、
県内の主な催し等、
くらしに役立つ
情報が満載！

くわしくはホームページへ
石川県労働委員会

10 月下旬
500 円（税込）

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、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。※ 10 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。

検索

令和３年度防衛モニター募集
農林漁業を職業とする男性１名
約２年間（委嘱した日〜令和
５年３月 31 日）
（予定）
活動内容 各種基地行事への参加（観桜
会、納涼祭、航空祭等）
、部隊の見学
（小松基地の各部隊）
、他基地への研修、
防衛および自衛隊に関する事項につい
てのご意見等
締 11 月 30 日㈪当日消印有効
応募方法 小松基地ホームページの「防
衛モニター募集」から応募条件を確認
してください。
条件に問題のない場合は、応募用紙を
ダウンロードし、必要事項を記入のう
え、次の宛先まで郵送してください。
インターネットがご利用できない場合
は電話にてお問い合わせください。
申 問 〒 923‐8586
石川県小松市向本折町戊 267 番地
航空自衛隊小松基地広報班「防衛モニ
ター募集係」
（☎ 22‐2101 内線510
6wg-adm001@inet.asdf.mod.go.jp）
対象

委嘱期間

遺言や契約は公正証書で
10 月１日から「公証週間」
公正証書は、法務大臣が任命する公証
人が作成する公文書で、私文書に比べ
て高い証明力があります。
相続人間の争いを防ぐ「遺言公正証書」
や、老後に備えて生活、療養看護、財
産管理の代理人をあらかじめ選んでお
ける「任意後見契約公正証書」などが
あります。
日本公証人連合会では公証週間に併せ
て、休日相談会を実施します。
※相談をご希望の方は、事前にご連絡
ください。
期 10 月３日㈯ 10 時〜 15 時
費 無料
所 申 問 小松公証役場（小松市日の出町
１‐126 ソレアード２階）
（☎ 22‐0831）
日公連ホームページ
（http://www.koshonin.gr.jp/）

石川県最低賃金改定のお知らせ
時間額 833 円（10 月７日〜）

有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

有料広告
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石川県最低賃金は、全産業、全労働者に適用されます。使
用者は、これより低い賃金で労働者を雇用することはでき
ません。詳細は、石川労働局または最寄りの労働基準監督
署にお問い合わせください。なお、産業によっては、これ
より金額の高い特定（産業別）最低賃金が適用されますので、
ご注意ください。また、石川労働局のホームページもご覧
ください。
問 石川労働局（☎ 076‐265‐4425 FAX 076‐265‐4431）
ホームページ http://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/
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九谷焼の作品や催しを紹介！

いしかわ動物園にズームイン！

Zoo
文：いしかわ動物園

■ アムールトラ幼獣「月」とグレビーシマウマの赤ちゃんを公開

内海吉造作「赤絵金彩猿図脚付鉢」明治時代前期

９月４日からアムールトラ「月」
（メス、
令和２年６月 23 日来園）を、

作者の内海吉造は、天保２年（1831）金沢で加賀藩下級武士の家に

同７日からグレビーシマウマの赤ちゃん（オス、６月 22 日に誕生）を、

生まれました。加賀藩馬廻り役だった阿部碧海が明治２年（1869）、士

それぞれ一般公開しました。

族授産のため、古寺町に五基の窯を築いた際、その工場長となって、明

「月」は秋田市大森山動物園から、
「ミタケ」
（オス、昨年５月来園）

治初期の金沢九谷の基礎を築きました。

のお嫁さん候補としてやって来た１歳の幼獣で、いしかわ動物園にい

本作は、ニホンザルを描いた鉢です。口径は 21 センチの、いわゆる７寸皿鉢ながら、

る他の３頭のトラと顔を合わせても、もの怖じしない、好奇心豊かな

三つ脚付きの珍しい器形です。近代では、ニホンザル専門に克明に描く森狙仙らが

性格です。来園時と比べて体こそ大きくなりましたが、屋外の展示場
ではプールに入ってブイで遊ぶなど、まだまだ幼さが残っています。

有名になりましたが、本作はその作品に比べても遜色のない出来栄えで、体毛の一
プールに浮んだブイで遊ぶ「月」

本一本ていねいに描いています。その筆の冴えをみれば、作者がいかに日本画の修

また、グレビーシマウマの赤ちゃんは、生まれて数日後には寝室内

練を積んだかがわかります。内海吉造の円熟期（明治 10 年代）の作と思われます。

を駆けるほど元気な男の子です。公開前に行っていた屋外展示場に慣
れるための練習では、突進を繰り返したり、母親に体を預けるような

問い合わせ

仕草を見せたりと、少々やんちゃ気味な振る舞いでしたが、同じス

【展

ペースにいるキリンやカンムリヅルとはまだ一定の距離感が必要なよ

■現代九谷名工遺作展（緑の間） 〜 10 月 11 日（日）

を果たしています。

■女流作家作陶展（紫の間） 〜 10 月 18 日（日）

どちらも、今が可愛らしさの旬。ご来園の際は、ぜひご覧ください
ますので、ご承知ください。

みんなの図書館
おすすめの一般書

※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。

屋外展示場を駆ける赤ちゃんと、つかず離れず
の母親「ホタル」

手話表現：能美ふるさとミュージアム館長

おすすめの児童書

ＡＩロボット、
ひと月貸します！
木内 南緒 [ 作 ]
岩崎書店
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ひょうたんとかえる

中島 たい子 [ 著 ]
光文社

殿内 真帆 [ 絵 ] 西 條 八十 [ 作 ]
鈴木出版

スランプ中の老映画監督・中井

池に落ちたひょうたんがぷかぷ

戸八郎のもとに、長男が仕事を

かと浮かびながら流れていく

辞めて戻ってきた。さらに、離

と、かえるが飛びついて来まし

婚した長女が孫を連れて出戻っ

た。すると…。韻を踏んだリズ

た。家には引きこもりの次男が

ミカルな繰り返しと、ユーモア

おり、図らずも一家終結するこ

あふれるイラストが楽しい、大

とに。そんなおり、家宝の脚本

正、昭和の詩人・西條八十の詩

がなくなり…。

を元にした絵本。

58‐6086）

九谷焼美術館の新ホームページが開設！
美 術 館 を 構 成 す る「 五 彩 館 」
「浅蔵
五十吉記念館」
「体験館」
「職人工房」
を分かりやすく掲載し、来館される皆
さまにさまざまな情報をお届けしてい
ます。http://www.kutaniyaki.or.jp

外山ひとみ

手話ページＱＲコード▶

能美ふるさとミュージアムにお越しください。お待ちしています。〜前編〜
ふるさと 【生まれる】+【場所】で「ふるさと」の表現になります。

能美
①

−１

かきあげ家族

FAX

今月の手話

※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。

おすすめの絵本

示】

■創造美術会陶芸部展（緑の間） 10 月 13 日（火）〜１月 17 日（日）

うで、これらが近くに来ると、母親「ホタル」がそっと防波堤の役割

ね。なお、個体の体調や天候などにより、展示を中止する場合があり

能美市九谷焼美術館｜五彩館｜（☎ 58‐6100

①

−２

②

②

−１

お腹から
生まれてくる
イメージだね！

−２

③

未来科学研究所の所長さんが貸してくれた「ＡＩロ
ボット」
。ぼくの分身が作れてしまうんだって。そし
てあらわれた、ぼくそっくりのロボット。これから
いったい、どうなるんだ…!?

■ 健康に関する図書コーナー

Event

健康に関する本やレシピ本の貸出、飲食物に含まれる
砂糖量等の展示をします。
寺井図書館：10 月６日（火）〜 10 月 20 日（火）
辰口図書館：10 月 21 日（水）〜 11 月４日（水）
根上図書館：11 月５日（木）〜 11 月 19 日（木）
問い合わせ 健康推進課（☎ 58‐2235 FAX 58‐6897）

【能美】
【生まれる】
① -1、
① -2 ３本指（人差し指、
中指、 ② -1、② -2 両手の指をすぼめてお腹の
薬指）で、ひらがな「の」を書く
あたりに構え、開きながら斜め下へ出す

ミュージアム（博物館）
④ -1、④ -2 目の高さくらいで、両手の甲
を前へ向け扉が開くように前方へ開く
④ -3、④ -4 両手で四角い建物の形を描く

④

−１

④

−２

【場所】
③指を曲げて、下に向け
軽くおろす

④

−３

④

−４

来月号は〜後編〜
「お越しください。
お待ちしています。」
です。お楽しみに！
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