相談
行事名・対象
弁護士無料法律相談

要予約

行政書士無料相談会

要予約

２月の子育てカレンダー
予約・問い合わせ

（１回 30 分で４組まで）

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）
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）

心配ごと相談
こころの相談

健康推進課
（☎ 58‐2235

（精神科医 要予約 ）

FAX

58‐6897）

場所

実施日

ふれあいプラザ
辰口福祉会館
根上窓口センター

15 日（月）
25 日（木）

13：30 〜 15：30

健康福祉センター「サンテ」

10 日（水）

9：30 〜 11：30

ふれあいプラザ

13：30 〜 15：30
13：30 〜 15：30

（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）
３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

問／国際交流協会（☎ 57‐3751

FAX

国際交流サロン
テーマ／『世界のバレンタイン』

世界のともだちサロン

のびのびキッズ

10：00 〜 17：00

57‐3761）

実施日

根上学習センター
岩内コミュニティセンター 託児利用料 500 円／回
JAIST 学生寄宿舎
寺井地区公民館
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。 ※要事前申込
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。

対象／市内に在住・在勤の
外国人

ご寄附

58‐2293） 毎週（月）〜（金）

場所・備考

日本語教室

９：30 〜 11：30

わくわくひろば
『節分の集い』

親子サロン

国際交流
行事名・対象

FAX

行事名
親子のつどい
“にこにこ”
赤ちゃんひろば

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

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。

時間

９日（火）
・15 日（月）
・
22 日（月）
18 日（木）
５日（金）

時間

６・13・20・27 日（土）
２・９・16 日（火）
２・９・16 日（火）
３・10・17・24 日（水）

10：00 〜 11：30
10：00 〜 11：30
15：10 〜 16：40
19：30 〜 21：00

14 日（日）

14：00 〜 15：30

毎週水曜日

まるにこ親子のひろば

対象・備考

場所

実施日
８・22 日（月）

10：00 〜 11：00

12 日（金）
24 日（水）

13：30 〜 14：30
10：00 〜 11：00

３日（水）

10：00 〜 11：00

寺井中央児童館
根上中央児童館
辰口中央児童館

５・19・26 日（金）
19・26 日（金）
５・19 日（金）

10：30 〜 11：30

岩内コミュニティセンター

２・９・16 日（火）

未就園児親子

子育て支援センター

未就園児親子（１歳まで）
能美市在住の未就園児親子（１歳から）
★要予約

問／子育て支援センター
（☎ 58‐8200 FAX 58‐8500）

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

西二口町公民館

（コミュニティセンター）

58‐6250）

粟生町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）

すくすく相談

持ち物／母子健康手帳
※１日はカウンセラーの相談あり（要予約）

おっぱいの相談日

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

粟生町コミュニティセンター
問／福祉課
（☎ 58‐2230

FAX

マタニティクラス

①妊娠中のからだ
②赤ちゃんとママのための食生活

ご厚志ありがとうございます

FAX

9：30 〜 12：00

４・18・25 日（木）
27 日（土）

10：00 〜 12：00

１・22 日（月）

受付時間
10：00 〜 10：30

９日（火）

健康福祉センター
｢ サンテ ｣
（☎ 58‐2235

妊婦
持ち物／母子健康手帳

３・10・17・24 日（水）

58‐2294）

問／健康推進課

10：00 〜 11：30

時間

58-6897）

※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。

受付時間
10：00 〜 11：00

24 日（水）

受付時間
13：00 〜 14：00

① 25 日（木）

18：30 〜 20：30

② 19 日（金）

10：00 〜 11：30

（12 月１日〜 12 月 23 日受付分、寄附受付日順）

益田 かずえ 様（小松市）、西原物産株式会社 様（野々市市）
、松崎 茂文 様（福岡町）
、
小松能美地域ライフ・サポートセンター 様（小松市）
、連合石川かが地域協議会 様（小松市）
、山田 義明 様（泉台町）

ふるさと納税（12 月受付分、公表希望者のみ掲載）

【ふるさと納税累計】４〜 12 月分

山本 静香 様（東京都）

佐々木 健太 様
（埼玉県） 黒野 浩太郎 様
（東京都） 西田 陽介 様（岡山県）

東出 聡裕 様（愛知県）

村上 陽子 様（東京都）

難波 陽一 様（東京都）

42,918,000 円

山副 竜朗 様（小松市）

佐藤 恒郎 様
（神奈川県） CHEN IHSUAN 様（東京都）

片野 芳昭 様
（神奈川県） 富澤 美智子 様
（東京都） 本田 晴菜 様（東京都）

山崎 勉 様（東京都）

松本 健一 様（青森県）

成瀬 理美 様（東京都）

山本 直子 様（大阪府）

前田 祐輝 様（埼玉県）

沖田 貴史 様（東京都）

上田 浩之 様（東京都）

宇浪 淳二 様（茨城県）

竹林 紀貴 様（愛知県）

佐々木 麻也 様
（福島県） 片山 真祐子 様
（大阪府） 稲富 礼子 様（福岡県）

Nabheebucus Adam 様

久田 裕基 様（東京都）

井上 玄 様（東京都）

岡本 浩平 様（千葉県）

小林 靖史 様（東京都）

内藤 弘道 様
（神奈川県） 北 信也 様（白山市）

香野 智子 様（兵庫県）

高橋 伸夫 様（愛知県）

志田 怜那 様（埼玉県）

三輪 泰史 様（東京都）

中野 雄敬 様（東京都）

山根 光量 様（兵庫県）

南部 優介 様（金沢市）

中島 嘉瑞 様（千葉県）

伏間 真弓 様（愛知県）

安田 恭子 様（群馬県）

（千葉県）

統計資料

市内の犯罪・交通事故など発生状況

人口と世帯数
●人口
●世帯数

2021 年１月１日現在

49,905 人
男

24,827 人

（前月比＋27）
女 25,078 人

1 9 , 3 1 2 世帯（前月比＋24）

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 12 月 令和２年 累計 累計の 前年比

データ提供
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1,362 件

お知らせ

０件
４件
４件
０人
４人
２件
148 件

12 件
65 件
49 件
１人
60 人
９件
1579 件

−９件
−５件
− 10 件
−１人
−６人
−２件
− 188 件

能美警察署・能美市消防本部

子育て支援センター催し

戸田 利治 様（神奈川県）
髙橋 範行 様（和歌山県）

子育て支援センター（☎ 58‐8200

FAX

58‐8500）

育児講座『母親の役割・父親の役割』

わくわくひろば『０歳からのおんがくかい』

母親の役割と父親の役割の大切さを一度考えてみませんか。

素敵な音楽を聴いて癒しのひとときを持ちましょう。

日時：３月 11 日（木）10：00 〜 11：30
対象：小学生以下のお子さんをもつご家族

日時：３月１日（月）10：00 〜 11：00

※『多賀先生の 子育てセミナー ラリーカード』をお持ちの方はご持参ください。

講師：多賀クリニック小児科医 多賀 千之 氏
定員：15 名
託児：10 名（能美市にお住まいの未就園のお子さん）

対象：未就園のお子さんと保護者（能美市にお住まいの方）
講師：音楽宅配便「わ・おん」
定員：20 組（要予約）
申込受付：２月 15 日（月）９：00 〜

託児申込受付：２月 25 日（木）から３月 10 日（水）まで

『ふたごちゃん・みつごちゃんの会』
【お詫びと訂正】
広報のみ令和３年１月号の
27 ページの「ふるさと納税」
の記事に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。

場所、申し込み先、問い合わせ先

わくわくひろば『ひなまつりの集い』

多胎児を育てている保護者の交流の場です。

みんなで楽しく、桃の節句をお祝いしましょう。

日時：２月 17 日（水） 10：00 〜 11：00
対象：多胎児と保護者（能美市にお住まいの方）
持ち物：お茶

日時：３月３日（水）10：00 〜 11：00
対象：１歳以上の未就園のお子さんと保護者（能美市にお住
まいの方）
定員：20 組（要予約）
申込受付：２月 22 日（月）９：00 〜

お詫び申し上げ訂正いたし
ます。

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。

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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２ 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

ＮＨＫ - ＢＳプレミアムで放送予定の、「にっぽん縦断 こころ旅（2021
春の旅）」は、俳優の火野正平さんが、３月 29 日、長崎県をスタートし、
熊本、佐賀、福岡から、北陸の福井に飛び、石川、富山、新潟、山形、秋
田と日本海側を北上し夏の北海道を目指します。
番組では、みなさんからのお手紙で旅のルートを決定するため、市（町・
村）内の「忘れられない場所、風景」にまつわる手紙を募集しています。

住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い出の場所、
風景にまつわるエピソード
番組ホームページ

http://nhk.jp/kokorotabi

FAX 03‐3465‐1327
郵送

〒 150‐8001

ＮＨＫ「こころ旅」係

写真提供 NHK

ＮＨＫふれあいセンター（☎ 0570‐066‐066 または ☎ 050‐3786‐5000）

令和３年２月１日発行 発行 / 能美市 編集 / 企画振興部市長戦略室
ホームページ https://www.city.nomi.ishikawa.jp

能美市有料広告（「のみバス」車内額面、ホームページバナー、広報紙）を募集します。
市ホームページ・トップページの下段にある「広告」バナーをクリックすると、広告の種類や要綱など詳
しい情報が表示されますので、ご確認ください。

広告の空き状況などの確認がありますので、申し込み前に下記
へお問い合わせください。確認後、申し込みのご案内をします。
申し込みの際には、掲載申込書と広告の原稿が必要になります。

市長戦略室（☎ 58‐2204

FAX

広告欄

広告欄

58‐2291）

市ホームページ・バナー広告イメージ

「のみバス」車内額面広告イメージ

