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令和３年度「中庄町丸いも娯楽会」の
会員を募集します。いろいろな農業体
験やイベントを予定しています。
活動場所 根上地区の丸いも畑、中庄公民
館 定 50 人 費 １口 3,000 円（丸いも
10 個）＋事務費１人500円
締２月 28日㈰
申 問 中庄町丸いも娯楽会事務局
（☎ 080‐1425‐9005 
watanbo06.22@gmail.com）

※電話は出られないことがあるので、
なるべくメールで
ご連絡ください。

加賀丸いもを
作ってみませんか
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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。３月８日㈪ま
でに予約をしてください。先着順に受
け付けます。
期３月 13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）
申 問能美市教育センター
（☎ 58‐7867 FAX 58‐7866）

子育ての悩み・不安
専門教育相談（要予約）

本科を卒業した者および卒業見込みの
者又は美術陶芸等に関する専門的知識
及び技能が同等以上であると認められ
る者を対象に募集します。
募集人数は 11人です。
受付期限 ２月 12 日㈮
出願方法 出願書類を直接持参または郵送 
試験日 ２月 19 日㈮
合格発表 ２月 24 日㈬ 10 時 
申 問石川県立九谷焼技術研修所
〒 923‐1111 能美市泉台町南２番地
（☎ 57‐3340 FAX 57‐3342）

令和３年度石川県立九谷焼
技術研修所研修生２次募集

担当業務 金沢刑務所において、被収容
者に対する作業教育、職業訓練等の指
導並びに作業の安全衛生および企画等
の業務に従事します。
採用施設 金沢刑務所 採用人数 １名
公募職種 洋裁、金属または機械 
応募資格 日本の国籍を有している方、
国家公務員法第 38 条に該当しない方、
公募職種に関連する職業能力開発促進
法に定める技能士である方、公募職種
に関連する職業訓練指導員免許を所持
している方
申 問金沢刑務所庶務課人事係（☎ 076
‐231‐4291）企画部（FAX 076‐222‐3692）

法務技官
作業専門官の募集について
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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。

※２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。

現在、４月開校の訓練生を募集してい
ます。提出書類など詳しくはお問い合
わせください。
訓練科名 自動車整備科・溶接科・情報ビ
ジネス科・生産設備製造科・CADオペ
レーション科
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
受付期限 ３月４日㈭
選考日時 ３月 22 日㈪
選考方法 適性検査、書類選考、面接 
提出書類 各ハローワークにあります。
申各ハローワーク
問石川県立小松産業技術専門校
（☎ 44‐1183 FAX 44‐4267）

２月の替わり湯は『ドクダミ湯』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２月９日㈫
所里山の湯（露天風呂にて実施）
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 
FAX 51‐2184）

里山の湯
月替わり湯のお知らせ

石川県立小松産業技術専門校  
前期訓練生募集

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。

のみ子育てネットワークでは、ゆるに
こサロンを令和３年２月より再開しま
す。普段の生活の事やご家族同士の情
報交換など一緒に話し学び合いません
か。当日参加も出来ますが、手話通訳や
要約筆記が必要な方は、10日前までに
お申し込み下さい。参加費は無料です。
期毎月第１金曜日 10 時～ 12 時（新型
コロナウイルス感染予防対策の為しば
らくは、午前中のみの開催となります） 
所 粟生コミュニティーセンター
対障がいのあるお子様の家族、お子様
の発達が気になる家族、子育て中で障
がいのある方、胎児に障がいがあると
言われている妊婦
申 問福祉課 （☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

訪問着や振袖など多数取り揃えていま
す。
期２月１日㈪～２月 28日㈰ 10 時～
15 時（７、11、21、23 日はお休み）
ご来場の際にはお電話をいただくとス
ムーズです。
所辰口校下婦人会　貸衣裳室
【営業日】火・水・金・土、第２・４
日曜【営業時間】10時～ 15 時
申 問辰口校下婦人会（☎ FAX 51‐5850）
※営業時間は時期により変更あります
のでご確認ください。

ゆるにこサロン開催2021 年度貸衣裳新春感謝
フェア開催のお知らせ

まだ十分使えるのに使わなくなってご
家庭に眠っているおもちゃはありませ
んか。のみ子育てネットワークでは、
「親子サロン」や「ゆるにこサロン」
などに参加されるお子様が遊べるおも
ちゃを募集しています。
不要なおもちゃをお持ちで無償でゆ
ずっていただける方はご連絡くださ
い。
募集玩具 プラレール、トミカ（壊れてい
ないまだ使えるもの）
問福祉課 （☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

おもちゃを募集します
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令和２年度　春まちぽかぽかプロジェ
クトは「今こそ、みんなで助け合う地
域のふくし～ふじゆうでも　くふうで
しあわせ～」をテーマに、第３次能美
市地域福祉活動計画の推進の報告会と
して行います。ただし、コロナ感染拡
大防止に配慮し、参加者を絞り込んで
行います。
協賛事業としてパネル展示があります。
詳しくは、「能美たすかったわ～大賞」
募集案内をご覧ください。
問社会福祉協議会
（☎ 58‐6200 FAX 58‐6250）

春まちぽかぽかプロジェクト
規模縮小開催について

北陸先端科学技術大学院大学の姜准教
授を講師に迎え、「創業」「事業承継」
をテーマにしたオンラインセミナー＆
交流会を開催します。
ゲスト講師による事例紹介も実施しま
す。事前申込は不要ですので、お気軽
にご参加ください。
対能美市でのビジネスに興味のある方
期３月５日㈮19時～ 21時
費 無料（インターネット通信料金は参
加者負担）
その他 Web 会議システム「Zoom」
を使用します。受講に必要な機材・環
境はご自身でご用意いただく必要がご
ざいます。詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
申 問  商工課（☎ 58‐2254 FAX 58‐2266）

創業×事業承継
オンラインセミナー＆交流会



　　

問 /能美ふるさとミュージアム（☎ 58‐5250 FAX 58‐5251）

　能美市ではアライグマ防除計画を策定し、アライ
グマを地域から排除する取組みを行っています。ア
ライグマの被害に遭われている方は、この機会に講
習を受講いただき、防除従事者としてご協力をお願
いします。

▶日時　２月 16 日（火）19 時～ 21 時
▶場所　寺井地区公民館　大ホール
▶対象　市内で活動される方
※２月９日（火）までに事前予約をお願いします。
▶問い合わせ
生活環境課（☎ 58‐2217 FAX 58‐2292）

　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。
　持ち物は特に必要ありません。動きやすい服装でお越しください。

※応急手当定期講習会の開催にあたり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覧ください。

▶日時　３月 13 日（土）13 時～ 16 時
▶場所　防災センター
▶定員　15 人（市内在住または在職の人）
▶問い合わせ
　消防本部 警防課（☎ 58‐5119 FAX 58‐6299）

住宅用火災警報器は、煙または、熱を感知
して火災の発生を知らせます。
条例では、寝室に「煙を感知して火災の発
生を知らせるタイプ」の設置を義務付けて
います。
また、寝室が２階にある場合は、階段の上部にも同様のものの設
置を義務付けています。
住宅用火災警報器を設置してある場合と設置していない場合とで
は、火災発生時、死者の数が、約６割に減っています。（総務省
消防庁の資料より）住宅用火災警報器の設置が、火災発生時に有
効であることが分かります。

▶定期的に点検しましょう
住宅用火災警報器から下がっているひも
を引く、またはボタンを押すなどして動
作確認を行います（１か月に１回程度）

▶メンテナンスしましょう
ほこり、小さな虫などは誤作動の原因にもなるので取り除き、
年に一度、家庭用の中性洗剤などに浸し固く絞った布で軽く
ふき取ってください。

出典元
「火災から命を守る」
編集：（一財）日本防火・防災協会
発行：日本消防検定協会

適切な作動のために

問い合わせ
寺井消防署
（☎ 58‐6321 FAX 58‐6496）

時 /時間　場 /場所　問 /問い合わせ

２
月

３
月

15 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かけをお願いします。
問／まなび文化課（☎ 58‐2272 FAX55‐8555）

４ 日 （木）
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 FAX58‐2295）

/

・回収場所：根上くるくる工房、ふれあいリサイクルセンター、辰口リサイクル
センター
・回収品目：電気や電池で動く小型の家電製品
ストーブ、扇風機、ラジオ、炊飯器、電子レンジ、プリンター、充電アダプタなど
・お持ち込みの際は、分別のため係員に声かけをお願いします。
・発火の恐れがありますので、ストーブは灯油を使い切ってください。また電池や蛍光灯は抜いてください。

問い合わせ　生活環境課（☎ 58‐2217 FAX 58‐2292）
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　能美ふるさとミュージアムには、無料でお楽しみいただけるスペース

がたくさんあります。今回はその中から『学習スペース』をご紹介します。

　エントランスホールの奥には、テーブルと椅子、本棚が配置された学

習スペースがあります。このスペースでは、能美市発行の遺跡の発掘調

査報告書や、生物生息調査報告書、専門書、ガイドブックのほか子ども

むけの絵本など、能美に関わる本を読むことができ、テーマ展示室や「こ

どもミュージアムのみっけ」で知った、能美のことや古墳のことなどを、

より深く学ぶことができます。

　さらに、学習スペースに設けられた大きく高い窓からは、和田山の自

然をゆっくりと眺めていただけます。春は桜、夏は新緑の木々、秋は紅葉や彼岸花、冬は雪や寒椿…と四季折々に変

化する自然を堪能できます。

学習スペースの床は木目調のタイル、テーブルや椅子、本棚は木製で、木のぬくもりが感じられる落ち着いた雰囲気

で、小さなお子様からお年寄りまで、幅広い年齢層の方が、書籍を読んだり、和田山の自然を眺めたりと、思い思いの

楽しみ方ができる市民の憩いの場です。館内には自販機を設置してありますので、能美ふるさとミュージアム学習スペ

ースでゆっくりとくつろぎの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

INFO  　「こどもミュージアムのみっけ」は０歳の方から利用可能です
のみっけは当初、感染症対策のため対象年齢を３歳から 12 歳（小学校 6年生）までとしていましたが、現在は清掃
を徹底し、０歳の方からご利用いただいています。利用時間、利用人数を制限する場合があります。ご理解とご協力
をお願いします。

NEWS  　
「こどもミュージアムのみっけ」に住むヤマカガシのぬいぐるみ。「へび
っけ」「がっしー」「がんぶっちー」の３つの候補の中から、12 月 13 日、
名前を決める投票が能美ふるさとミュージアムのにぎわいイベント内で
行われ、「へびっけ」くんに決定しました！
「のみっけ」に住んでいるヘビなので、「へびっけ」。皆さま、ぜひ「へび
っけ」くんに会いに来てください。

学習スペースから見る雪化粧した和田山

能美ふるさとミュージアム広報室

【注意】
この講習会ではアライグマの被害に対してのみ、
わなを仕掛けることができるようになります。
ハクビシン、タヌキ、アナグマ等は捕獲できま
せんのでご注意ください。

県内で、だましてキャッシュカード
を盗まれる被害が増加しています。
市役所職員を名乗り
「健康保険料（医療費）の払い戻しが
あります。払い戻しをするので、銀
行の口座を教えて下さい」
と電話があった後、
銀行職員を名乗り
「キャッシュカードが古いので、払
い戻し手続きが出来ません。キャッ
シュカードの交換手続きで、暗証
番号を教えて下さい。これから職員
が自宅にお伺いして、新しいキャッ
シュカードに交換する手続きをし
ます」
と電話があり、その後、自宅を訪ねてきた銀行職員を名乗る者が、
キャッシュカードを封筒に入れ、家人に印鑑を取りに行かせている
間に、別のカードが入った封筒にすり替え、キャッシュカードを盗
み、口座から預貯金を引き出す手口です。注意して下さい。

キャッシュカード詐欺盗にご注意！


