時 / 時間 場 / 場所 問 / 問い合わせ

２月

能美ふるさとミュージアム広報室

３月

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

ふれあいあいさつデー

15 日 （月）
４ 日 （木）

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）

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）

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

キャッシュカード詐欺盗にご注意！

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
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

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。

学習スペースから見る雪化粧した和田山

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。

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。

▶ 日時

２月 16 日（火）19 時〜 21 時

▶ 場所

寺井地区公民館

▶ 対象

市内で活動される方

大ホール

※２月９日（火）までに事前予約をお願いします。

NEWS

▶ 問い合わせ

「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。

INFO

【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。

生活環境課（☎ 58‐2217

「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。
問 / 能美ふるさとミュージアム（☎ 58‐5250

FAX

FAX

58‐2292）

▶ 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）

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。

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。

58‐5251）

適切な作動のために
▶ 定期的に点検しましょう

・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
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生活環境課（☎ 58‐2217

FAX

58‐2292）

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。

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。
問い合わせ
寺井消防署
（☎ 58‐6321

FAX

58‐6496）

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
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文：いしかわ動物園

今月のコラム「小野窯

■「レオ」
、３代目への遠い道のり

百老図平鉢について」

百老図はめでたい吉祥紋様として、工芸品の意匠として好まれて使われ

今回は、カリフォルニアアシカのオスについ

てきました。その潮流のもとは「文人趣味」にあります。教養を積んだ文

て紹介しましょう。いしかわ動物園の初代は、

化人らが理想とした暮らしぶりの範を中国の文人たちに求めたことに始ま
ります。煎茶を好み書画を愛し、静謐な自然環境の中で仙人の悟りを求め
ます。世塵から離れた山林に雅遊する老人らは、仙人の域に達した人たち

「ダン」で、2008 年９月に亡くなるまで当園の
人気動物でした。そして同年 12 月に海遊館（大
阪市）からやって来た二代目「クー」が、現在

であるとともに、哲学的談義である清談や琴棋書画にふける、隠士（山林で理想を追求した人々）
と解釈できるのです。

▲初代「ダン」（2005 年３月撮影） ▲二代目「クー」（2012年５月撮影）

この絵皿は、九谷庄三が若い時に小野窯で描いたものと伝えられています。百老とは沢山の

もその後を引き継いでいます。ただクーもそろそろ熟年の域に差

老人という意味で、実際には百人描かれていません。想像を逞しくすれば、もう一枚、絵がわ

しかかっており、最近では体調を崩すことも。そのため、いつか

りの百老図皿があったのかもしれません。面白いのは、この白磁の大皿には窯キズ（本窯焼成

はやって来るその日を想定して、次代を担うオスの確保を視野に

時に原料の土や釉の関係でついたキズ）があるのですが、それをうまくキズ跡に沿って老人が

入れなければならない状況でした。

持つ杖として描いています。上絵でキズを隠す工夫です。素地を大切にした九谷だからこその

朗報は、2018 年８月６日に届きました。メスのアシカ「ショコ

絵付けといえます。

ラ」との間に生まれた４頭目の子どもが、
待望のオスだったのです。

五彩館からのお知らせ

ただ、皆さまからの投票で「レオ」と名づけられた三代目候補は、
無類の遊び好き。当園でのアシカの体調管理は、飼育係とのトレー

▲三代目？「レオ（左）」
（2021 年１月撮影）

ニングを通じて行いますが、レオにとっては飼育係の指示など、どこ吹く風のようです。

【展

問い合わせ

示】

■日本工芸会石川支部陶芸部展（緑の間）〜３月 14 日（日）
■コレクション展Ⅲ 現代名工遺作展（紫の間）〜３月 14 日（日）

２歳になって、最近ではようやくいくつかの指示を理解するようになりました。それでも、三代目への道の
りはまだまだ遠いようです。

みんなの図書館

おすすめの絵本
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山本 幸久 [ 著 ]
新潮社

高 畠 那生 [ 作 ]
小学館

戸森 しるこ [ 作 ]
理論社

25 歳で会社をやめ、ゼロから義

今日はこれからうしに登ります。

その町には、しかくいひとが住

肢装具士を目指すさえ子。実習

前足の短い毛をつかんで、汗だ

んでいます。しかくいひとたち

に、恋に悪戦苦闘する中、「ほん

くになって登ります。なぜ登る

には口がなく、言葉を話さず、

とのバリアフリー」と未来の自

のかって？そんなこときいちゃ

うれしいとか、かなしいとか、

分が少しずつ見え始め…。再ス

あいけません。ようやくたどり

そういう「気持ち」がほとんど

タートを応援するお仕事小説。

着いたうしの背中には、なにが

ないのです。ある日、その町に

待っているのでしょうか？

１人の男の子が流れつき…。

58‐6086）

※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。

手話ページＱＲコード▶

節分

鬼は外、福は内

①

①

−１

しかくいまち

FAX

◆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）

居村 清二

おすすめの児童書

うしと ざ ん

能美市九谷焼美術館｜五彩館｜（☎ 58‐6100

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。

手話表現：能美市議会議長

神 様には負けられない

唐人物の持つ﹁杖﹂に注目︵矢印︶

金沢サニーランド時代にアメリカから来園した

おすすめの一般書

小野窯 百老図平鉢 江戸後期 銘﹁小野﹂

いしかわ動物園にズームイン！

九谷焼の作品や催しを紹介！

Zoo

②

−１

①【鬼】＋②【出る】＋③【福・幸せ】＋④【内】で、
「鬼は外、福は内」になります。
②

−２

【鬼】①
両手の人差し指を立てて頭にのせ
る。（角が２本ある様子）
【（建物から）出る】② - １、② - ２
建物の屋根に見立てた左手の下か
ら、指をそろえた右手を前へ出す。

①

−２

③

−１

① - １、① - ２
左手で豆まきの升を持つよう
にし、右手で豆をまくしぐさ
をする。

③

−２

④

【福・幸せ】③ - １、③ - ２
あごをつまむようにして、撫でおろ
しながら指を閉じる。
【内】④
左手のてのひらを自分に向け空間を
仕切った内側を、右手人差し指で指
さす。

問 / 福祉課（☎ 58‐2230

FAX

58‐2294）
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南さん

私たちは加賀丸いもの栽

培と普及を目指す中庄町丸いも娯
楽会として活動しています︒娯楽

て平成

年

会は丸いもの生産者である本さん
と中庄町の有志によ
２月に設立しました︒
私は昔から農業をしてい

南さん

地元の保育園児を対象と

した丸いもの栽培体験も毎年行
ています︒地域にこういう特産物
てもら

たときに丸いもや

があると子どもたちに知
い︑大きくな
体験のことを思い出してもらえれ
ば嬉しいです︒

上前から︑中庄町を含めた栽培に
が︑今年も丸いものオ

うな行事を開催できませんでした

昨年は残念ながら人が集まるよ

作 り 始 め た の は 定 年 後 か ら で す︒
適した土壌がある一部の地域のみ
集しています︒︵※︶作 たことがな

加賀丸いもは１００年以

始めは町の中で活動して

もＰＲしていきたいです︒

北陸新幹線の全線開業が

は募

近所の丸いも農家の人から引き継
で作られる貴重な芋です︒先人か
い方もぜひ参加してみてください︒

南さん

本さん
いましたが︑徐々に裾野が広がり︑
近年は町外からも多くの方が参加
してくれています︒楽しむことを
基本として︑種芋の植え付けや収
穫祭など︑栽培や行事を通して交
流しています︒地域の皆さんの力
をお借りして丸いもの料理教室を
開催したこともあります︒

私も昨年は畑だけでなく︑一反
田んぼを借りて︑初めて米作りに
挑戦しました︒自分たちで作 た
お米はどんなブランド米よりおい
しく感じました︒
私には︑坪野町で自給自足の生
活を送るコミ ニテ ﹁坪野フ レ
スト﹂を作るという夢があります︒
そのために︑いまは坪野で採れた

そうな古民家を探しました︒能美

で︑お客様が来ない日はず

建設中です︒コロナや大雪の影響

スを

市は︑海︑山︑平地に恵まれ︑山

の作業です︒悪いことも︑いいこ

野菜なども売る多目的スペ

菜取りや雪景色など︑春夏秋冬の

とになるように考えています︒

良く︑本当に魅力的でした︒この

空港が近くて台湾へのアクセスも

坪野の魅力を全国に発信できたら

ここから︑私たちが感じている

ています︒

いいと思
日に購入を決めました︒

トだと感じて

この町は大きなポテンシ
スポ

野菜は本当においしいです︒

しい水で作 た農薬不使用の米や

人 が 借 り て 耕 作 し て い ま す︒お い

た 田 ん ぼ や 畑 を︑市 内 外 の 若 い

います︒高齢化が進み︑使わなくな

秘めたパワ

ルを

坪野町の古民家は︑内覧したその

とそ

楽しみがあります︒そして︑小松

出店するときには︑全国でよさ

ナ

いで︑栽培を始めました︒作り始
ら受け継がれてきたこの伝統ある
本さん

年になります︒
野菜を次の世代に伝えたい︑加賀
あるので︑丸いもは今後関西圏で

めて

丸いものおいしさを皆さんに知

月で３

坪野町で︑茶藝館茶楽を営んで
います︒おかげさまで︑

年前まで遡ります︒当

周年を迎えます︒私と台湾茶との
出会いは
時仕事で台湾に住んでいたのです
が︑接待が続き︑お酒を飲む機会
が多くて体調を崩していたので
す︒そんな時に台湾人の同僚にお

たのです︒その時

茶を勧められ︑毎日飲んでいたら
体調が良くな

ていました︒

から自分もいつか台湾茶の店をし
たいなと思

中庄町丸いも娯楽会

会はできました︒

売れると期待しています︒私たち

たというわけではなく︑丸いもを

本さん
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てもらいたいという思いから娯楽

加賀丸いもの苗に、より多くの日光が
あたるようにする大切な作業である
「つるまき」の仕方を園児に教える南さ
ん（左）と本さん（右）
（2019 年撮影）
建設中の多目的スペース。ここから屋根や壁を
仕上げていく予定です。今年春の完成を目指し
ているそうです。

12

24
25

中庄町丸いも娯楽会による加賀丸いもの種芋植え付けの様子。
会員の年齢層は広く、子どもも楽しみながら参加しています。
（2019 年撮影）
専用の茶器でお茶を淹れる小菅さん。「台湾茶は世界最高のお茶」と
話します。香り高く、渋みがないので飲みやすいです。

南 修二 さん（右）

小菅 康雄 さん

4

本 忠儀 さん（左）
茶藝館 茶楽

20

中庄町
File35

坪野町
File36

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

※本紙 19 ページに関連情報を掲載しています。

