
くらしに関する情報をお知らせします
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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。

22

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告

　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。※ 11 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。

★仕事セミナー
期 11 月９日㈪、11 月 24 日㈫
10 時～ 10 時 45 分
所 小松日の出合同庁舎　6階会議室
対  介護の仕事について知りたい方、関
心のある方
内 仕事内容、必要な資格、職場体験につ
いて、初任者研修と実務者研修の違い
など
その他 ５分前までにお集まりください。
★個別相談
期 11 月９日㈪、11 月 24 日㈫
10 時 50 分～ 12 時
所 小松日の出合同庁舎　6階会議室
内 福祉・介護の仕事に関する質問、相談
など
その他 １人ずつ相談に応じますので、お
待ちいただくことがあるかも知れませ
ん。予めご了承ください。
申 問 石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンター（福サポいしかわ）
（☎076‐234‐1151）

ＨＩＶ感染者・エイズ患者は、日本で
も増え続けています。ＨＩＶ（エイズ
ウイルス）の感染は性的接触によるも
のが大半を占めています。ＨＩＶに感
染しているかどうかは、血液検査でし
か分かりません。この機会にＨＩＶ検
査を受けてみませんか？
保健所では、匿名・無料で定例に検査
を実施しています。検査は予約制です
ので、事前にご予約ください。
期 11 月 30 日㈪９時～ 11時
※迅速検査で、採血から１時間程度で
結果が出ます。
所 石川県南加賀保健福祉センター
（小松市園町ヌ 48）
申 11 月 27 日㈮までに電話でご予約く
ださい。
○毎週火曜日９時～ 11時
ＨＩＶ迅速検査（１時間程度で結果が
出ます）
○毎週月曜日 17 時～ 18 時 40 分
ＨＩＶ通常検査（１週間後に結果をお
渡しします）
申 問 南加賀保健福祉センター
（☎ 22‐0796）

福祉・介護の仕事セミナー
＆個別相談（事前予約不要）

12月１日㈫は
「世界エイズデー」です
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防衛省自衛隊では中学校３年生等を対
象とした陸上自衛隊高等工科学校生徒
の募集を次の期間で実施します。
受付期間  令和２年 11 月１日㈰～令和３
年１月６日㈬
応募資格  令和３年４月１日現在で 15 歳
以上 17 歳未満の男子（中学校卒業見
込み含む）
試験期日と内容

１次：令和３年１月 23日㈯
筆記試験および作文
２次：令和３年２月４日㈭～
２月７日㈰の指定する１日
口述試験および身体検査
合格発表

１次：令和３年１月 29日㈮
２次：令和３年２月 18日㈭
申 問自衛隊小松地域事務所（☎24‐5180 ）
ホームページ
https://www.mod.go.jp/pco/ishikawa
※推薦試験もあります。詳細は小松地
域事務所までお問合せ下さい。

令和３年度入校　陸上自衛隊
高等工科学校生徒募集案内

問 /農業委員会事務局（☎ 58‐2256） 問 / 地域振興課（☎ 58‐2212 FAX 58‐2291）

　農業委員会では、農地法の規定に基づき４月～ 10
月に遊休農地の発生防止・解消、違反転用防止・早期
発見などを目的に農地の利用状況調査（農地パトロー
ル）を実施しました。
　この調査結果に基づき、遊休農地（耕作されていな
いと思われる農地）と判断した土地の所有者に対して、
11 月中に利用意向調査を行います。調査票が届いた
方は、該当農地における今後の利用意向を回答いただ
きますようよろしくお願いします。
※この調査と行き違いで耕
作の再開や農地の管理等を
されていた場合は、ご容赦
ください。

専門家による経営相談
窓口を開設しています

農地利用意向調査を
実施します

「のみバス」の
感染症対策について

   申・問 / 商工課（☎ 58‐2254 FAX 58‐2266）

　中小企業・小規模事業者向けの補助金や家賃支援な
どの給付金をはじめ、市内事業者のお困りごとに中小
企業診断士の専門家が対応いたします。何回でも無料
で相談可能ですので、お気軽にご利用ください。
▶ 日程　毎週水曜日　13 時 30 分～ 17 時（最終受付
16 時 30 分）
▶予約　商工課までお電話ください。
※ご予約いただいた方を優先して対応いたします。そ
のため、ご予約のない方はご案内までお待ちいただく
場合がございます。

　「のみバス」では、以下の新型コロナウイルス等感
染症対策を行っています。
・運転席横の飛沫防止カーテンの設置
・車内に抗菌抗ウイルス加工
・バス乗車口に手指消毒液の設置
・車内換気
・運転手の体調管理、検温、マスク着用の徹底　など
　「のみバス」を安心してご利用いただくため、様々
な感染症対策を施しておりますので、市内移動の際に
は、ぜひご利用ください。なお、バスにご乗車の際は、
基本的感染症対策（マスク着用など）にご協力をよろ
しくお願いいたします。

運転席横の飛沫防止カーテン

抗菌抗ウイルス加工を施す様子

借金の問題について弁護士・司法書士
に相談できます。
期 11 月 18 日㈬①９時 30 分～ 12 時
30 分② 13 時 30 分～ 16 時 30 分（予
約制、１人当たり相談時間 30 分）
所 辰口福祉会館
申 問 消費生活センター（☎ 58‐2248）

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？お気軽にぜひご参加ください。
※対象は精神に障がいのある人です（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。
※参加を希望される方は 11 月 13 日（金）までにご連絡ください。
期 11 月 21 日㈯ 10 時～ 12 時
所 根上総合文化会館 204 会議室
申 問 福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

多重債務者無料相談会（要予約） ～精神に障がいのある方へ～　「思いを語り合う会」を開催します



2425

時 /時間　場 /場所　料 /料金　問 /問い合わせ

11
月

12
月

３ 日（火・祝）

能美市表彰式
時／ 10 時～　場／根上総合文化会館　問／総務課秘書室（☎ 58‐2202 FAX58‐2290）

能美市文化協会 15周年記念事業　菊地幸夫氏文化講演会
時／ 14 時～　場／根上総合文化会館　問／根上総合文化会館（☎ 55‐8550 FAX55‐8555）

※入場整理券をお持ちの方のみご来場いただけます。

16 日 （月）
ふれあいあいさつデー
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 FAX55‐8555）

25 日 （水）
能美市議会本会議（初日）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX58‐2295）

29 日 （日）

第 14回能美市ファミリーコンサート　ゲスト／山本 雅也さん
時／ 15 時～　場／根上総合文化会館
料／全席指定 一般 3,000 円 高校生以下2,000 円（３階席一律 2,000 円）
問／根上総合文化会館（☎ 55‐8550 FAX55‐8555）

２ 日 （水）
能美市議会本会議（一般質問）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX58‐2295）

３ 日 （木）
能美市議会本会議（一般質問）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX58‐2295）※最終日は 12 月 14 日（月）

能美の里山ファン倶楽部
（☎／ FAX 51‐2308　 info@nominosatoyama.com）

コナラ、カエデ等の彩りを感じながら
高野山・揚原山のパノラマコースを歩
き、伝説の残る神秘の池「蟹淵」に立
ち寄るコースです。
期 11 月 15 日㈰　９時～ 15 時
集合場所   こくぞう里山公園
定  15 人
費  大人 1,000 円、高校生以下 500 円
※クマの出没状況により、中止となる
場合がありますので、ご了承ください。

「里山ガイドハイク
～鍋谷・蟹淵～」

能美の里山には豊かな自然があり、多
種多様な生き物が生息しています。普
段見ることのできない鳥や身近なトン
ボやチョウ等をご紹介します。
（写真提供　川上雄資氏　他）
期 10 月 28 日㈬～ 12 月 20 日㈰
９時～ 17 時
所 こくぞう里山公園交流館
※閉館日　毎週火曜日、第1、3、5日曜日、
第2、4土曜日、祝日

秋空の下で三密を回避し、ヨガを楽しみます。コ
ロナ禍で塞ぎがちな心と体をこくぞうの自然の
中で解放しませんか。簡単なヨガなので、どなた
でもお気軽に参加できます。ヨガ後はフレッシュ
ゆずジュース有り！ゆずのお土産付き！
期 11 月 21 日㈯、12 月 20 日㈰
10 時 30 分～ 11 時 30 分
所 こくぞう里山公園※雨天時は隣接する国造
コミュニティセンター体育室で行います
定  20 人※要事前予約
費  700 円 講師  深山 理麻 氏

里山で採れた朝どれ野菜や押し
寿司、ゆず、ゆず商品などが並
びます。
期 11 月 13 日㈮、11 月 21 日㈯、
12 月 11 日㈮、12 月 20 日㈰
10 時～ 13 時
所 こくぞう里山公園交流館また
は里山公園

「能美の里山に生きる」写真展

「リフレッシュ！！
 ゆずＹｏｇａ（ヨガ）」

「里山旬菜市」

石川県産の間伐材を使って、幸せを
運ぶ森の妖精トントゥをつくります。
期 12 月 20 日㈰　10 時～ 15 時
① 10 時～、② 11 時～、③ 13 時～
④ 14 時～
所 こくぞう里山公園
定  ①～④　各 10 人　※要事前予約
費  1,000 円／本（高さ約 20 センチ・直径約 12 センチ）
1,500 円／本（高さ約 40 センチ・直径約 15 センチ）

「森の妖精トントゥをつくろう！」

能美市出身、能美市観光大使の
日本を代表するバレエダンサー
山本雅也さんの華麗な演舞を
ご覧ください。

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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11 月は水道メーターの検針月です。
15 日～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
ないようご協力をお願いします。
問上下水道課
（☎ 58‐2260 FAX 58‐2296）　

水道メーター検針のお知らせ

九谷焼美術館｜体験館｜では毎年干支
を作る特別教室を開催しています。心
のこもった干支を作り、家族の宝物と
してお正月に飾ってみませんか。
♦第１班 成形11月14日㈯ 絵付け12月
12日㈯♦第２班 成形11月15日㈰ 絵付
け12月13日㈰　時間10時～12時
所能美市九谷焼美術館｜体験館｜
費１人での参加１人2,000円、家族での
参加１人1,500円 定各班30人
申 問 能美市九谷焼美術館｜体験館｜
（月曜休館）（☎ 58‐6300）

干支の置物を
つくってみませんか

有
料
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11 月の替わり湯は『ゆず湯』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 11 月 10 日㈫
所里山の湯（内湯・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

令和３年の裁判員候補者名簿に登録さ
れた方には、本年 11月中旬に名簿に
登録されたことの通知（名簿記載通知）
が送付されます。
この通知は裁判員に選ばれる可能性が
あることを事前にお伝えし、あらかじ
め心づもりをしていただくためのもの
です。
対 令和３年１月１日時点で 20 歳以上
の方（選挙人名簿から無作為に抽出し
たもの）
問 金沢地方裁判所（代表）（☎ 076‐
262‐3221）裁判員制度ウェブサイト
https://www.saibanin.courts.go.jp/

裁判員制度～まもなく
名簿記載通知を発送します

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。相談は無料です。
11月９日㈪までに予約をしてくださ
い。先着順に受け付けます。
期 11月14日㈯９時～12時
所 市教育センター
申 問 市教育センター(☎58‐7867)　

子育ての悩み・不安
専門教育相談（要予約）

コロナ禍により運動不足になりがちな
昨今、太極拳を生活の中に取り入れま
せんか。体験会を以下のとおり行いま
す。年齢・性別を問わず、どなたでも
参加できます。
期 11 月７日㈯９時～ 10 時
所 辰口福祉会館　持 内履き
その他 当日は動きやすい服装で、マス
クを着用の上ご参加ください。
問 能美市太極拳協会事務局
石当（☎51‐5717）

太極拳フェスティバル
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今月の手話
手話表現：能美ふるさとミュージアム館長　外山ひとみ

お越しください。お待ちしています。

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。  ～後編～

【お願い・ください】
②－ 1、②－ 2　指をそろ
えた手を少し前へ出す
同時に軽くおじぎをして気
持ちを表す

【来る（人がたくさん来る）】
① -1、① -2　甲を前に向
けて立てた両手の人差し指
を交互に手前へ引き寄せる
（人が次々訪れるイメージ）

【待つ・待機する】
③親指以外の 4指を曲げて、
あごの下に当てる

★微笑むことで「お待ちしています」と
丁寧な気持ちを表します。

①
－２

③

①
－１

②
－１

　古来より中国や日本では、龍や鳳凰、麒麟は想像上の動物ではありま
すが、良いことが起こる前触れ、前兆として姿を現す瑞獣と信じられ、
絵画や工芸品の吉祥文様のひとつとして描かれてきました。九谷焼も例
外ではありません。九谷庄三（1816 ～ 1883）の小野窯時代の若い時に
描いた赤絵の龍文様は絵画的で秀逸です。

　面白いのは、斎田伊三郎（道開）（1794 ～ 1868）です。道開は若い
ころ有田や京清水に遊び陶技を磨いたと言われています。彼が遺した赤絵作品の龍
文様は量産に向いた陶画的でやや稚拙なものと、狩野派の絵画のような筆致のもの
の両方があります。一見ひとりの画工の手ではないように思われるのですが、産業
九谷の礎を築こうとしていた道開の試行錯誤の努力の跡と見ていいのではないかと
思います。

【展　示】

■創造美術会陶芸部展（緑の間）　～１月 17 日（日）
■中村重人作陶展 KUTANI LIGHT 幽玄の美　（紫の間）　～ 11 月 15 日（日）

※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。

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を紹介！

◆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）◆ 

いしかわ動物園にズームイン！

　小春日和ののどかな園内では、赤く染まったアキアカネが、観覧通路の手すりで体を休めています。また、間

もなく冬季閉鎖となるメダカたちの池では、葉を落としたカキの木で収穫を逃れた実がたわわに熟しています。

秋も終わりに近づきましたね。

　抜けるような青空の日にトキ里山館を訪れると、子育てを終えて薄く朱に色づいた美しい姿に戻ったトキたち

に出会うことができます。差し込む淡い秋の日射しに映える、あの上品な朱鷺色は、この季節だけに見られる至

高の美。動物園で、もっとも深く秋を感じることができる光景ではないでしょうか。

　トキたちは、初雪の便りが届くころになると、もう次の繁殖へのス

テップを始めます。それまでのわずかな時間、トキたちの美しい姿を、

どうぞ御堪能ください。

トキが映える季節■

文：いしかわ動物園

Zoo

みんなの図書館

ねこはるすばん

町田 尚子 [ 作 ]
ほるぷ出版

サードプレイス

ささき あり [ 作 ]
フレーベル館

人間が出かけていって、ねこは
るすばん。と思いきや、ねこは
タンスの奥から、こっそりねこ
の街にくりだした！カフェに行
ったり、ヘアーサロンに行った
り、映画を観たりと、ねこの街
を満喫して…。

中高生が利用できるサードプレイス、「サプリガーデン」
は瑞希、大輝、陽菜、亮、それぞれの大切な居場所。学校
や家では自分らしくいられない、困っている子どもたちを
応援する４つの短編連作。

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。

数学者の夏

藤本 ひとみ [ 著 ]
講談社

たった一人でリーマン予想に挑
む天才高校生・上杉和典は、数
学に没頭するため山奥の村へや
ってきた。ところが、村を揺る
がす事件に巻き込まれてしまい
…。終わらない計算、そして推理。
真実はどこに？

おすすめの一般書 おすすめの児童書

繁殖を終えたトキの飛翔葉を落とした枝に残るカキの実体を休めるアキアカネ
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斎田道開　赤絵雲龍図徳利（江戸末）

斎田道開　赤絵龍鳳凰百老図深鉢（江戸末）

手話には敬語という文化がありません。
表情や体の動きなどで敬意を表します。
「来る」＋「お願い」で「来てください」という
意味になり、おじぎや表情で
「お越しください」と丁寧な気持ちを表します。

期間　10月27日（火）～11月27日（金）
図書館の資料はみんなが利用するものです。
読書マナーについてあらためて考えてみませんか。
期間中は、３館でそれぞれ、読書マナー向上のため
の展示コーナーを設置します。

②
－２


