能美市の海岸沿いにある松林の

年ほど前で

保全活動を続けています︒活動を
始めたのは︑今から
す︒白い砂と青い松が美しいと称
される海岸の松が︑虫の被害のた
め赤く枯れている光景を目にした

年には

ことがはじまりでした︒ふるさと
の風景を守るため︑平成

要があります︒残念ながら昨年度
は︑新型コロナウイルス感染症の
影響で子どもたちの植栽体験がで

ています︒

きませんでした︒早く収束し︑ま
た開催できればと思

ト

ていきたいという思い

白砂青松と同じように︑地域の
宝を守
で︑道林町に伝わる獅子舞ド

合では実施が難しい事業に市や
存会の活動は︑若い世代に引き継

の立ち上げにも携わりました︒保

節の保存会︵平成３年設立︶

成しました︒連合会は枯れた松の
県︑保全の関係団体と協力しなが

コセ

伐採︑薬剤による防除︑病気に強
も時代に合わ

がれ︑ド

ても︑根幹にある地域の宝を大切

てい たとし

は地元の小中学校︑保育園︑企業︑

に合せて作

て︑今まで土日も

年あまり経ち

余裕ができたことです︒

こに休みの日ができて︑精神的に

なく仕事をしてきたのですが︑そ

じたこともあ

ます︒でも︑ひとつだけ良いと感

響は︑私の仕事にもやはり出てい

新型コロナウイルス感染症の影

きますし︑メリハリがでます︒

感じます︒静かで︑仕事に集中で

りませんが︑陶芸に適した環境と

けばいいなと思います︒

に思う心が次世代にも伝わ てい

ていただくよう

ダ

磁器に携わり︑

通りに食器
を作

ダ
の中でも︑印象に残

ものも作れたらと最近少し思 て

ます︒今までオ

で は︑﹁ こ れ と 同 じ も の を ﹂ と 古

い ま す︒ 作 る こ と が 好 き な の で︑

に近づけました︒

て

てきたので︑オリジナルの

い食器をお持ちいただいたことで

これからも良い食器を作り続けて

ている仕事

す︒土や釉薬は自然由来のものな

いきたいです︒

ダ

たと思いました︒

ています︒居酒屋もコンビニもあ

下清水町での暮らしは気に入

いてよか

でいましたし︑私も職人をや

完成品を見たお客様はとても喜ん

り返し︑オ

生かして︑今ある原料で試験を繰

です︒その時は︑今までの経験を

ので︑当時の原料はもうないわけ

何百とか作ることもあります︒そ

るので︑作風は色々です︒一度に

基本的にはオ

めには人の手を加え続けていく必

たからこそです︒この姿を保つた

皆さん︑地域の皆さんの力があ

戻すことができました︒関係者の

るほど美しい白砂青松の姿を取り

の成功事例として全国で紹介され

活動を続けた結果︑保安林再生

になりました︒

保全活動に関わ

障がい者施設︑有志の皆さんにも

形や手法が変わ

トコセ

ら取り組んでいます︒多くの方と

ています︒

あ たので︑裾野は広がり︑今で

い松苗の育成と植栽など各森林組

え︑九谷焼の食器を作
埼 玉 県 出 身 で︑ 若 い こ ろ は 九 州 で
ていま

かけに︑母

唐津焼や有田焼にも携わ
し た︒ 父 の 他 界 を き
の い る 関 東 圏 に ア ク セ ス が 良 く︑
なおかつ磁器に携われる地域を探
しはじめて︑九谷焼で有名な石川

年になり

県 能 美 市 に た ど り 着 き ま し た︒ 下
清水町で独立してから
ます︒専門としているのは︑普段

海野さんの作品は、染付が多く、シンプルですが、
手作りの温かみがありました。最近は小鉢や茶
碗の注文が多いそうです。

白砂青松や地域の芸能を守る
九谷焼作家

使いの食器のほか︑料理店から注
文を受けることもあります︒

40

下清水町に自宅兼工房をかま

せて形を変えてきています︒

ドットコセー節は明治時代、漁師たちが大漁の
ときに船神様に感謝をこめて歌ったものと伝え
られます。毎年秋祭りでドットコセーに合わせ
た獅子舞が町内を練り歩きます。

一緒に活動できればという思いが

沿岸６町内で根上森林連合会を結

16

24
25

山本さんの活動記録の一部。成果発表や子どもたちがクロマツを植栽
する様子を記録した資料などが大切に保管されています。
作業の様子を見せていただきました。あっという間に同じ茶碗が
二つ完成し、その早さに驚きました。

山本 欽次 さん
海野 裕 さん

20
25

道林町
File27

下清水町
File28

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

予約・問い合わせ
要予約

（１回 30 分で４組まで）

行政書士無料相談会

10 月の子育てカレンダー

要予約

心配ごと相談
こころの相談

場所

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

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
辰口福祉会館
根上窓口センター

健康推進課

（精神科医 要予約 ）

（☎ 58‐2235

FAX

実施日
８日（木）・19 日（月）・
29 日（木）

13：30 〜 15：30

15 日（木）

13：30 〜 15：30

５日（月）
15 日（木）
26 日（月）

13：30 〜 15：30

健康福祉センター「サンテ」 14 日（水）

58‐6897）

時間
行事名

9：30 〜 11：30

お住まいの地区のあんしん相談センター

高齢者のこころの相談

（精神科医 要予約 ）

消費者生活相談

根上あんしん相談センター（☎ 68‐0643 FAX 68‐0547）
７日（水）
寺井あんしん相談センター（☎ 58‐6117 FAX 58‐6733）
辰口あんしん相談センター（☎ 51‐7771 FAX 51‐7783）
【予約受付】月〜金曜日 ８：30 〜 17：15（祝日・年末年始を除く）

消費生活センター（市役所本庁舎）（☎ 58‐2248）

国際交流
行事名・対象

問／国際交流協会（☎ 57‐3751

毎週（月）〜（金）

FAX

日本語教室

テーマ／『モスクワへ！
オンライン旅行』

世界のともだちサロン

10：00 〜 11：30

JAIST 学生寄宿舎

６・13・20・27 日（火）

15：10 〜 16：40

寺井地区公民館

７・14・21・28 日（水）

19：30 〜 21：00

●世帯数

4 9 , 9 7 3 人（前月比−48）

男

24,830 人

女 25,143 人

1 9 , 2 9 5 世帯（前月比−２）

市内の犯罪・交通事故など発生状況
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８月 令和２年 累計 累計の 前年比

データ提供

１件
４件
９件
０人
11 人
２件
165 件

10 件
39 件
31 件
１人
38 人
６件
1039 件

ー１件
− 10 件
−７件
±０人
−６人
−１件
− 137 件

能美警察署・能美市消防本部

未就園児親子

赤ちゃんひろば

未就園児親子（１歳まで）

わくわくひろば

未就園児親子（１歳から）要予約

『おそとでわーい』
〜寺井保育園園庭〜

のびのびキッズ

まるにこ親子のひろば
すくすく相談

おっぱいの相談日

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）

※雨天・小雨の場合は中止。
※託児はありません。

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

FAX

58‐6250）

10：00 〜 11：30

マタニティクラス

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

ご厚志ありがとうございます

（８月４日〜８月 26 日受付分、寄附受付日順）

森 淳子 様（白山市）

西原物産株式会社 様（野々市市）

鳴和プラスチック株式会社 様（金沢市） 株式会社ヨネモリ 様（灯台笹町）

ふるさと納税
（８月受付分、公表希望者のみ掲載）

富士 竜郎 様（神奈川県）
、田中 公一朗 様（東京都）
、石川 卓 様（埼玉県）

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。

子育て支援センター催し
育児講座
『ベビーとママのふれあいヨガ』

13：30 〜 14：30
10：00 〜 11：00

７日（水）

10：00 〜 11：00

９・16・23・30 日（金）

辰口中央児童館

２・９・16・30 日（金）

岩内コミュニティセンター

６・13・20・27 日（火）
７・14・21・28 日（水）

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 ｣
問／健康推進課

毎週水曜日

９日（金）
27 日（火）

根上中央児童館

持ち物／母子健康手帳
※ 12 日はカウンセラーの相談あり（要予約）

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

毎週金曜日

粟生コミュニティセンター

12 歳未満で障がいのあるお子さんと保護者
（市内在住者）

12 日（月）
・26 日（月）

寺井中央児童館

西二口町公民館
（コミュニティセンター）

（ ☎ 58‐2235、

FAX

58-6897）

場所、申し込み先、問い合わせ先

わくわくひろば
『おはなしのいえ』

時間

10：30 〜 11：30

9：30 〜 12：00

１・８・15・22 日（木）
24 日（土）

10：00 〜 12：00

12・26 日（月）

受付時間
10：00 〜 10：30

９日（金）

受付時間
10：00 〜 11：00

22 日（木）

受付時間
13：00 〜 14：00

① 29 日（木）

18：30 〜 20：30

② 24 日（土）

10：00 〜 11：30

③ 17 日（土）

10：00 〜 12：00

子育て支援センター（☎ 58‐8200

FAX

58‐8500）

パパ子育て講座
『離乳食講座』
パパも離乳食についてのいろいろな話を聞
いて、育児に役立てましょう。※今回離乳
食の試食はありません。

親子でヨガを楽しみ、
心も身体もリフレッ
シュしませんか？

おはなしのいえの方と一緒に、楽しい

日時：10 月 19 日（月） 10：00 〜 11：00
講師：林 葵 氏

日時：11 月２日（月）10：00 〜 11：00
講師：家庭文庫「おはなしのいえ」

日時：10 月 24 日（土）10：00 〜 11：00

令和２年７月豪雨災害義援金

対象：首が座った 12 か月までの未就園
児と保護者（能美市にお住まいの方）

対象：1 歳以上の未就園児と保護者

講師：栄養士 北野 玲子 氏

能美市に寄せられた義援金（７月７日〜 8 月 15 日受付分）

定員：15 組

定員：15 組

をもつお父さん（能美市にお住まいの方）

申込受付：10 月５日（月）〜

申込受付：10 月 21 日（水）〜

定員：10 人（※託児はありません）

【ふるさと納税累計】
４〜８月分 342 件 9,813,000 円

市役所各窓口センターなど公共施設窓口受付分
６件で 111,000 円、募金箱 20,395 円 合計 131,395 円は、日本赤十字社
能美市地区を通じて被災地へお届けします。

ひとときを過ごしましょう。

（能美市にお住まいの方）

対象：5 か月から 12 か月までのお子さん

申込受付：10 月１日（木）〜

能美市社会福祉協議会に寄せられた義援金（7 月 13 日〜 8 月 15 日受付分）募金箱

日没が早くなる季節です。
夜間の外出には反射材を！
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※要事前申込

ご寄附
2020 年９月１日現在

16：00 〜 17：30

17 日（土）

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。

統計資料
人口と世帯数

時間

６・13・20・27 日（火）

寺井地区公民館
参加費／ 100 円（当日集金）
※未就学児はご遠慮ください。

国際交流サロン

●人口

託児利用料 500 円／回

場所

10：00 〜 17：00

３・10・17・24・31 日（土） 10：00 〜 11：30

岩内コミュニティセンター

対象／市内に在住・在勤の
外国人

対象・備考

親子のつどい“にこにこ”

親子サロン

実施日

根上学習センター

９：30 〜 11：30

57‐3761）

場所・備考

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。

等合計 21,454 円は、
能美市共同募金委員会を通じて被災地へお届けします。

お知らせ

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。

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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時 / 時間 場 / 場所 問 / 問い合わせ

10 月 15日 （木）

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）

11 月 ３ 日（火・祝）

能美市表彰式
時／ 10 時〜 場／根上総合文化会館

能美市誕生 15 周年記念
ツエーゲン金沢
特別招のみバス得するキャンペ
「のみバス」
得するキャンペーン
ーン
能美市誕生 15 周年記念として、
「のみバス」の
キャンペーンを行います。
第 1 弾は、下記の期間、「のみバス」全線を乗車
無料とします。無料期間初日には「能美ふるさとミ
ュージアム」が開館しますので、この機会にぜひご
利用ください。なお、10 月１日（木）からバス停の
名称を「新博物館」から「能美ふるさとミュージア
ム」に変更します。
第２弾は、定期券または回数券の購入者を対象に、
プレゼント企画を実施します。

のみ応援特典券

問／総務課秘書室（☎ 58‐2202

FAX

58‐2290）

ツエーゲン金沢

特別招待イベント

能美市・川北町
在住の親子
先着 400 名無料！
サッカー・ツエーゲン金沢とファジアーノ岡山
の試合が無料観戦できます。新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、観客数に制限があり例
年より少ないですが、能美市をあげてツエーゲン
金沢を応援しましょう！

西部緑地公園陸上競技場
（金沢市袋畠町南 136 番）
親子先着 200 組 400 名（無料）
スポーツ振興課
（☎ 58‐2273 FAX 55‐8555）
申し込みの詳細については市ホームページをご覧ください。

国際交流×ＳＤＧｓ

企画展 国際交流ひろば

期間中に定期券または
回数券を購入した人
各種定期券または回数券購入時に応募用
紙を配布します。応募用紙に必要事項を
記入し、応募箱にご投函ください。
Ａ賞

九谷焼 1 万円相当

15 名

人気の九谷焼 10 点から１点お選びいただけます

Ｂ賞 能美市産米 5,000 円相当 15 名
Ｃ賞 のみ商業協同組合の
商品券 5,000 円分 15 名
各賞 15 名は、各種定期券購入者 12 名、回
数券購入者３名とします。
新車両３台のお披露目に合わせて当選者を
発表します（３月頃予定）
。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

地域振興課（☎ 58‐2212 FAX 58‐2291）
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国籍や人種、文化、言語が違っても、誰もが平
等で安心して生活できる社会づくりが大切です。
今回の国際交流ひろばは、
『おたがいを「知ろう」
「理解しよう」そして「つながろう」〜 SDGs って
どんなこと？〜』をテーマに開催します。お互い
のことをもっと知り、困ったときには手を差し伸
べ合うことができる地域を目指しましょう。詳細
は、広報のみ 11 月号のチラシでお知らせします。
国際交流× SDGs の紹介
世界の民芸品や民族衣装
市民と市内在住外国人が
自分たちの取り組みや国を紹介
市内在住外国人のための生活に
役立つガイドブック、SDGs グッズ
能美市国際交流協会
（☎ 57‐3571 FAX 57‐3761）

28

のみ応援特典券

31

のみ応援特典券
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10 広報のみ

〒 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

のみ応援特典券
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