৽ါ࣐মȆͼαϋΠঔထ
能美市のＳＤＧｓの取 り 組みを紹介するコーナー
時 / 時間
間 場 / 場所 問 / 問い合わせ

４月

問 / 市長戦略課 SDGs 推進室（☎ 58‐2220

FAX

２ 日 （金）

保育園入園式
時／各保育園にお問い合わせください。

場／各保育園

58‐2291）

※３月 31 日（水）までは市長戦略室（☎ 58‐2204 FAX 58‐2291）

６ 日 （火）

「暮らしやすさを日本一、実感できるまち」を目指すＳＤＧｓの取り組みの一つである、「のみ地域力強化支援ファ

小学校入学式

時／９時 30 分〜

中学校入学式

時／ 14 時〜

場／各学校

}

問／学校教育課（☎ 58‐2271

FAX

55‐8530）

ふれあいあいさつデー

15 日 （木）

ンド」は、「互助活動」が将来に渡って持続・拡大するために資金の支援をするものです。この度、新たに２団体が採

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

択されましたので、ご紹介します！

いしかわ・金沢

のみ地域力強化支援ファンド採択式および活動計画報告会を行いました！

25 日 （日）

時／ 14 時

FAX

55‐8555）

風と緑の楽都音楽祭 2021

場／根上総合文化会館

問／根上総合文化会館（☎ 55‐8550

能美公演

料／一般 1,000 円、高校生以下 500 円（全席指定）
FAX

55‐8555）

３月５日、市役所でファンドの採択式と活動計画報告会が行われまし
た。今回、採択された団体は、下ノ江ささえあい隊（移送支援）、ＮＰＯ
法人たすけ愛（移送支援・子ども食堂等世代間交流の拠点）の２団体です。
井出市長は２団体に対して「高い地域力・市民力やふるさと愛で能美市
の色々な課題解決のために活動をされている皆さまと、今後も地域共生
有森裕子さん

社会を一緒に目指していきたい」とエールを送りました。

ခ૩ဉঊঙΑεȜΜ࣒ٛ
数々の苦難を乗り越え五輪２大会連続メダルを獲得した体験談をお聞きして

न఼̯̹ͦˎ౬ఘ͈ڰ൲તٚ

この時代を乗り切るための刺激やエネルギーを感じとりましょう！

ئΦࢺ̢̯̯̜̞బ
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お知らせ

「買い物などの移送支援」
車がなくても安心して暮らせるし

「移送支援、世代間交流の拠点」
高齢者や障がいのある方が、住み

ȁఴ

̭͍ͧͬ͢ႁͅজ͈ζρΕϋ૽

くみづくりのため、利用者の自宅か
ら希望する目的地までの往復移送を

慣れた地域でその人らしい生活を維
持し、生活の質を高めるため、買い

ȁ֥

300 名（入場無料・整理券必要）

市内外で行っています。また、粗大
ごみを捨てに行くのが難しい方の支

物や医療機関への通院送迎などの生
活支援の移送サービス「安心らくら
く」と、気軽に立ち寄れ、安らげる

૭༹ࣺ༷

援や、それに先立つ自宅不用品の整
理整頓から手伝っています。

代表
福田 健一郎さん

地域福祉委員会と連携し、福祉見守りあんしんマップ
の情報等に基づき、定期的な情報共有と支援が必要な方
の掘り起こしを実施することで、支援が行き届くように

理事
東 洋子さん

サロン「地域サロンほっと」の提供を行っています。
送迎支援は、利用希望者が多く、ボランティアや車の

クル活動、子ども食堂などを行っています。
今後も地域住民の要望を大切にしながら、活動の輪を

立する町民をなくすことで、家族的な雰囲気があるあた
たかい地域を目指しています。

広げ、介護予防、健康づくりを行い、地域の健康度の向
上を目指していきます。

☎ 080‐4255‐5465（代表 福田 健一郎）

࿚̵̞ࣣͩ

スポーツ振興課（☎ 58‐2273

FAX

55‐8555）

有森さんは、マラソン選手として、バルセ
ロナオリンピックで銀メダル、アトランタ
オリンピックでも銅メダルを獲得され、現
在は（公財）スペシャルオリンピックス日
本理事長や日本陸上競技連盟理事など幅広
く活躍されています。

所有数が需要をまかなえないような状況です。それだけ
需要の高さを実感しています。サロンでは、喫茶やサー

しています。
車がないことで生活の質を悪化させたり、地域から孤

࿚̵̞ࣣͩ

後日市ホームページに掲載する申し込み方法をご覧
いただき、お申し込みください。入場整理券につい
ても、市ホームページに記載します。

࿚̵̞ࣣͩ

ခ૩ဉঊ̯ͭȂ
५ئऎঊ̯ͭ͜४Ȋ

τȜΑ;Ȝ΅ϋΈΙλτϋΐ3132
競歩 鈴木雄介選手の 20km の世界記録１時間 16 分 36 秒を鈴木選手の気持ちに

NPO 法人たすけ愛
☎ FAX 58‐5028（平日９時〜 15 時）

なってチャレンジしてみませんか！ 400m トラックを 100 人で 50 周走ります。
小学校４年生以上の 200m を走り切れる方、ぜひお待ちしています。
ٳट

ˑ ˕ 
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山下佐知子さん

ခ૩̯ͭɕ५̯ͭئΠȜ·ΏοȜ
有料広告

オリンピックの思い出などをお聞きします
૭༹ࣺ༷

広報のみ 2021.4

後日市ホームページに掲載する申し込み方法をご覧いただ
き、お申し込みください。

࿚̵̞ࣣͩ
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スポーツ振興課（☎ 58‐2273

FAX

55‐8555）

山下さんは、マラソン選手として、バルセ
ロナオリンピックで４位に入賞され、現在
は、第一生命陸上競技部監督としてオリン
ピック選手を２大会３人育て、日本陸連ナ
ショナルチーム女子強化コーチとしても活
躍されています。

広報のみ 2021.4
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ཡ ब  ί ς
問 / 能美ふるさとミュージアム（
能美ふるさとミュージアム（☎
☎ 58‐5250

FAX

問 / 危機管理課（
危機管理課（☎
☎ 58‐2201 FAX 58‐2290）

58‐5251）

 ρ θ

防災サプリとは…
防災
サプリとは…

防災に役立つヒントを分かりやすく紹介。
防災減災活動に燃えている人はもちろん、
これからやってみようという人にも役立つ防災の栄養剤。

ෝ͏̯ͥ͂ηνȜΐͺθ܁ඤતٚȁȡηνȜΐͺθΆλρςȜȡ

ひとつでも実践していけば、あなたの毎日の意識と行動が劇的に変化します。

ＮＥＷＳ 赤プルとつくる「マイ・タイムライン講座」を開催しました

今回は「ミュージアムギャラリー」をご紹介。
ミュージアムギャラリーは、のみふる主催の企画展や、市民の文化

３月 14 日、能美市防災センターで「マイ・タイムライン講座」

活動の発表の場として活用するために作られたギャラリースペースで

を開催しました。

す。広さは、約 92 ㎡。白を基調とした空間で、壁面のピクチャーレー

講師には、防災士の資格を持つお笑い芸人の赤プルさんと、

ルを使用した絵画や写真の展示のほか、展示台を使用した陶芸作品や

マイ・タイムライン（災害時の個人の防災行動計画）の開発に

彫刻作品の展示も可能です。また、室内を 4 つに分割できる間仕切り

携わった国土交通省本省 防災企画官の里村真吾さんをお招き

も備えているので、区切って小さな展示室としたり、作品を飾る壁面
を増やしたりと、自由な発想で展示が可能です。

し、被災体験談やマイ・タイムラインの開発秘話を交えながら、
能美市美術作家協会15周年記念「の・美」展の様子

これまでは、館主催の企画展などで使用してきましたが、この春、
一般の方の利用申し込み受付が始まります。様々な文化活動が盛んな能美市。のみふるのミュージアムギャラリー
がこうした活動の新たな拠点として動き始めます。申し込み方法などは、能美ふるさとミュージアムホームページ
の「ミュージアムギャラリーご利用案内」をご覧ください。
なお、ミュージアムギャラリーで現在、
「のみふるができるまで」展を開催中。のみふる建設の舞台裏をぜひ、の
ぞいてみてください。

参加者自身がマイ・タイムラインの作成を行いました。
里村防災企画官は「マイ・タイムラインという名前の通り、

マイ・タイムラインを作成する参加者の様子

まずは防災を自分事にして、それから周囲にも広げていってほ
しい」と参加者に伝えました。
また、本講座には、今年度新たに防災士の資格を取得した能
美市初の中学生防災士の３名（寺井中学校２年 本多ゆずさん、
寺井中学校２年 髙田知世さん、根上中学校１年 石原楓さん※
学年はそれぞれ３月現在のもの）も参加しました。髙田さんは
「両親が防災士として町の訓練で活躍している姿を見て、自分

̤  ͣ ̵

も防災士になった。地域の役に立てるような防災士になりたい」
と意気込みを話しました。

募集

ηνȜΐͺθΆλρςȜ၌ဥ૭̱ࣺ͙ັٳই̵͈̤ͣ

▶ 申込受付開始日 ４月 21 日（水）９時
▶ 申込方法 「能美ふるさとミュージアム施設利用許可申請書」
（市ホームページに掲載）をミュージアム事務所ま

〜この春に転入・転居された方へ〜

で提出してください。先着順となります。電話等では受け付けできません。

̧̳̪͓̳ࣽږཡब͈εͼϋΠ

詳しくは、能美ふるさとミュージアムホームページの「ミュージアムギャラリーご利用案内」をご覧ください。

能美ふるさとミュージアム賑わいイベント

和田山は
桜の名所なのだ♪

͈͙͏ͥ॓̾ͤ͘ȁxjuiȁౌ࢛܁

来場者の皆さまで作る医療従事者の方々へのメッセージオブジェや、桜の木の下でのヨガなど、楽しい企画がた

連

ː ː 

ٛȁા

ࡿஜȤౌ࢛܁ജাȁࡿࢃȤෝ͏̯ͥ͂ηνȜΐͺθ

まず、お住まいの地域にどのような危険が潜
節です。今後の新生活に向けた準備で多忙な方もいらっしゃる

ザードマップで確認しておきましょう。また、

でしょう。しかし、そんな環境の変わり目でも、災害への対策

近所の散策も兼ねて、避難所までの経路を一度

は入念に行っておかなければいけません。いつ起きてもおかし

歩いておくと安心です。

くない災害に備えるために、防災のポイントをご紹介します。

ુဥన͞زಇ̱̱̠ͬ͘͡
能美市にお住まいの方や、
新たに転入された

載

方には、
防災ガイドブックを配布しています。
ෝ͏̯ͥ͂ηνȜΐͺθ͈́ͼαϋΠ

防災ガイドブックには、洪水などの災害が

▶ ９時〜 12 時

▶ ９時〜

医療従事者へ応援・感謝のメッセージを書こう

▶ 13 時〜 17 時

の避難所などを地図にまとめたハザードマッ

▶ 10 時〜

医療従事者へ応援・感謝のメッセージを書こう

プ、その他防災に役立つ情報が満載ですので、

展示室オープニングセレモニー

▶ 13 時 30 分〜 お花プレゼント（先着順）

ぜひご活用ください。

▶ 10 時 30 分〜、11 時 30 分〜

▶ 14 時〜、15 時〜

ヨガ体験（参加費無料

要・申し込み）

広報のみ 2021.4

桜花の生け花展示

ヨガ体験（参加費無料

要・申し込み）

ta-library@city.nomi.lg.jp まで。定員になり次第受付を終了いたします。

ΧΎȜΡζΛί̠̱̱ͬ͘͡ږ
んでいるか、近くの避難所がどこにあるか、ハ

能美市防災ガイドブック

ౌ࢛ͼ͈́܁αϋΠ

★ヨガ体験の申し込みは、

29
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春は進学や就職、転勤などにより、環境が大きく変化する季

くさん！辰口図書館展示室のオープンをお祝いするとともに、のみふるで満開の桜を満喫しましょう！
ٳट

左から赤プルさん、髙田さん、本多さん、石原さん、
里村防災企画官

発生したときに危険と思われる箇所や災害時

※防災ガイドブックは市ホームページでも公開し
ています。
（右の QR コードからアクセスできます。）

災害が起こっても困らないように、水や食料、
避難に役立つ道具などを日頃から備えておきま
しょう。特に非常持出袋には、感染症対策グッ
ズも併せて入れておくことをおすすめします。

बૂٺ༭͈ਓਬ༹༷̠̱̱ͬ͘͡ږ
避難情報などの緊急情報を、防災行政無線や
市ホームページ、Facebook で提供しています。
そのほかテレビやラジオ、インターネットの気
象情報サイトなども活用しましょう。

広報のみ 2021.4
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能美市九谷焼美術館｜五彩館｜

【入館料】一般 430 円・75 歳以上 320 円・高校生以下無料

いしかわ動物園にズームイン！

※浅蔵五十吉記念館もあわせてご覧いただけます。

Zoo

【問い合わせ】☎ 58‐6100
文：いしかわ動物園

■ 女性に圧倒的人気のユキヒョウ「スカイ」

58‐6086

今月のイッピン！「古九谷青手芭蕉図平鉢」

ユキヒョウの「スカイ」（オス、９歳）は、多摩動物公園（東京都）
生まれで、2013 年に当園にやってきました。以来、そのガラス細工の

古九谷とは、今から 360 年以上も前、大聖寺藩領九谷村で焼かれた九

ような美しい瞳で、たくさんの女性ファンを魅了しています。2017 年

谷焼をいいます。ときは戦国末期の遺風が残る江戸前期です。前田家に

に行われたイケメンコンテストでは、初公開直後だったホワイトタイ

よる加賀文化が醸成される中、九谷村で磁器原料が発見されたのが契機

ガーのクラウンにトップの座を譲ったものの、３位のイヌワシを寄せ

となりました。力強い骨描きと透明感ある濃厚な色釉薬が最大の特徴で
す。本品の芭蕉の葉脈や縁の木目文様は力強い筆致です。縁の下り藤は、

つけない大差で準優勝。スカイの応援のために毎日通って投票いただ
いた方もいたほどです。また、スカイが東京にいたときから “追っかけ”

FAX

基本的感染対策（マスク着用・検温・手洗い等）にご協力を
お願いします。

くつろぎの表情

雅びさを醸し出しています。手前の「太湖石」や地文様の丸紋は、まる

をしている方や、展示場の前で１日中スカイを見守る方など、ファン

で運筆を楽しんでいるような線描でありながら全く破綻がなく、高い芸

にとっては、まるでアイドル並みの存在なのでしょう。

術性を見出すことのできるイッピン！です。（文・五彩館館長 中矢）

古九谷青手芭蕉図平鉢
サイズ 口径 34.0 ／底径 15.0 ／高 7.3cm
年 代 17 世紀
所蔵先 能美市九谷焼美術館 | 五彩館｜

寒さが厳しい時に見せる威厳の表情や、くつろいでいる時のかわい
い表情、さらに大好きな職員がやって来ると、ご覧のようなパフォー

会期 〜５月 16 日（日）
場所 五彩館 紫の間・緑の間
内容 石川県指定無形文化財保持団体「九谷
焼技術保存会」が、技術保存・発展向
上を図るための事業として毎年行って
いる公募展で、入選作および九谷焼技
術保存会会員の作品 71 点を一堂のも
とに展示します。

マンスまで披露してくれます。スカイのジャンプや多摩動物公園時代
の様子は YouTube（検索のキーワードは、
「ユキヒョウ／スカイ」
）に
も投稿されていますので、そちらもぜひご覧くださいね。
ちなみに愛称の「スカイ」は、栃木県と群馬県の境にある皇海山（す
かいさん）にちなんで名づけられました。

みんなの図書館

INFO

■「第 44 回伝統九谷焼工芸展」

大好きな職員へのアピールジャンプ
縁に見る木目文様に下り藤の文様。
重厚さのなかに雅びさを演出。

※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。

力強い葉脈、迷いのない太湖石や
丸地紋の筆致

今月の手話

൲ْಎ
手話ページＱＲコード▶

おすすめの一般書

おすすめの児童書

おすすめの絵本

手話表現：移住アンバサダー

ケイシー ビーン さん

※移住アンバサダー：市の魅力発信、移住希望者への情報提供やサポートなどを行っていただく人

お に ぎ り！
私の名前は、（○○です。）

はじめまして
村上 康成 [ 絵 ] 石津 ちひろ [ 文 ]
小峰書店

①【はじめて・最初】＋②【会う】＝「はじめまして」
①

①

−１

−２

①【私】＋②【名前】＝「私の名前は」
①

「はるかぜにふかれてたのしいピクニック」
「リュックには

和菓子迷宮をぐるぐると

連

太田 忠司 [ 著 ]
ポプラ社

いとう みく [ 作 ]
学研プラス

できたておにぎり！いいにおい」「まちにまったおにぎり
やっとたべられる」
みんなで食べるおにぎりのおいしさを、
色彩豊かな絵と五七五の俳句でリズミカルに伝える。

載

展示

つむぎは、ぴかぴかの１年生。

ったのは、あまりに美しい和菓

学校は好き。でもひとつだけ問

ౌ࢛ા̦࠺̞̹̽̀শయ

子。その美味しさにも魅せられ

題がある。それは、わがままで、

ȡਿȆౌ࢛༗֗ 21 ਔාȡ

た彼は、大学院に進まずに和菓

いばってて、
「女王さま」みた

期間

子職人になることを決意する。

いな、ひめかちゃんが同じクラ

４月４日（日）〜５月30日（日）
９時〜17時 ※４月４日は10時〜

製菓専門学校に入学して和菓子

スにいるってこと。しかも、隣

内容

作りにのめりこむが、その道は

の席になっちゃって…。

昭和時代の写真パネルや
辰口保育園児の作品を展示します。

広報のみ 2021.4

【はじめて・最初】
① -1、① -2 左手の甲に、右手をかぶせるようにのせ、
人差し指を伸ばしたまま他の指を閉じながら上げる。

辰口図書館

超理系脳の大学生・涼太が出会

奥深く…。

31

１ねん１くみの
女王さま

②

②

−１

−２

【会う】
② -1、 ② -2 両 手 人 差
し指を前後に向かい合わ
せ、同時に近づける。
（自分と相手が近づくイ
メージ）

②

【私】
① 自分のことを指さす。
【名前】
② 立てて前を向けた左手
てのひらに、
右手親指をあて
る。
（拇印を押すイメージ）

個人の名前（○○の部分）は、筆
談でも伝えることができます。
筆記具がないときは、空間に文字
を書く「空書」で伝えることがで
きます。このとき、文字は自分か
ら見た向きで書きます。

問 / 福祉課（☎ 58‐2230

FAX

58‐2294）

広報のみ 2021.4
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私は︑浜小学校の６年生で︑令
和２ 年 度 前 期 の﹁ ま さ ご 児 童 会 ﹂
会長︵浜小学校の児童会長︶をし
ていました︒昨年は︑３〜５月の
休校をはじめ︑行事の中止︑マス
ク着用の徹底︑休み時間を使った
手洗いの励行など︑小学校も新型
コロナウイルスの影響をたくさん

今は卒業式の準備をしていま

行きたいです︒

す︒合唱が録音になったりと︑い
つもとは違いますが︑みんなで工

私は読書が趣味で︑学校の図書

夫をしながら練習しています︒

室や︑根上図書館はもちろんです
が︑辰口図書館もよく利用してい

でも開催できたことが嬉しく︑ど
り︑蔵書もそれぞれ違うので︑本

ます︒能美市は図書館が３か所あ

運動会や修学旅行などは規模を
の種類が豊富だと思います︒

受けました︒

ちらも私にとって小学生最後の大

れは︑コロナで様々なイベントが

ルを埋める企画がありました︒こ

ムが開館したとき︑タイムカプセ

って勉強を頑張りたいです︒

で学んだことを生かし︑夢に向か

進学します︒中学校でも︑能美市

卒業し︑春からは市外の中学校に

年後の自分に宛てた手紙を

ップしていて感動しました︒また

暮らしの展示がさらにスケールア

の博物館で見たことがあった昔の

ふるさとミュージアムでは︑以前

象に残っています︒見学した能美

書く貴重な機会となり︑とても印

す︒

して開催していただいたもので

中止になったため︑思い出作りと

つくことです︒３月で浜小学校を

将来の夢は︑本に関わる仕事に

縮小して開催されました︒残念な
切な思い出です︒
月に能美ふるさとミュージア

気持ちもありましたが︑この状況

高校生の時に担任の先生から勧
められたことをきっかけに︑短歌
を作るようになり︑今でも私の大
切な趣味です︒
これまでいくつもの短歌を作っ
てきましたが︑過去に作った短歌
を詠むと︑教職員として子どもた
ちと過ごしていた時のことやアメ
リカやヨーロッパに旅行に行った
時のことなど︑その時々に経験し
たこと︑感じたことを鮮明に思い

しくなる場合もありますが︑短歌

ごとに趣味として続けることが難

体を動かすものは︑年齢を重ねる

じています︒また︑スポーツなど

趣味にしてもらいたいですね︒

は短歌の魅力を伝えていき︑ぜひ

没頭できる趣味を探している人に

り︑ 豊 か な 人 生 に つ な が る の で︑

しく幸せな時間を作ることであ

趣味に没頭するということは楽

載

などの文化芸術活動はやり方によ

で︑そういった点でも良い趣味に

現 在︑ 能 美 市 文 化 協 会 の 中 の︑

出会えたと思っています︒

短 歌 の 会 の 会 長 を 務 め て い ま す︒
短歌の会は︑寺井︑根上︑辰口の
３支部があり︑毎月定例の歌会や
毎年１回の川北町も含めた合同の
歌会を開いています︒そのほかに
も︑名所を巡りながら歌を作る吟
行 会 や 研 究 会 な ど も 行 っ て お り︑

連

ってはいつまでも続けられるの

んと集まって歌を作りたいです︒

が落ち着いたら︑また会員の皆さ

前向きに考えています︒コロナ禍

見つめ深める良い期間になったと

のですが︑自分自身の創作活動を

自粛し︑外出の機会が少なかった

で︑短歌の会の活動もやむを得ず

昨年は新型コロナウイルスの影響

会 員 相 互 の 交 流 を 深 め て い ま す︒

浜小学校６年生（４月から中学生）
能美市短歌の会 会長

出すことができます︒こういった
点が短歌の魅力的なところだと感

10

15

32
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星山さんは読書家で、小学４年生のときはなん
と年間で 1000 冊ほど読んだそうです。写真は、
星山さんのお気に入りの本です。
学生時代から現在に至るまで短歌を作り続けた
村本さんは、これまでの短歌を編年体でまとめ
た歌集「白嶺春秋」を昨年作成しました。

星山 七鶴 さん
村本 剛彦 さん

浜小学校代表で、６年生全員分の手紙をカプセルに収める星山さん。
能美市誕生 15 周年にちなんで、15 年後の自分に宛てた手紙を、市内
小学校６年生と中学３年生がタイムカプセルに入れました。
村本さんは、まなびフェスタの分科会などで短歌の魅力を伝える
など、文化芸術活動の普及に尽力されています。

中町
File39

徳久町
File40

わがまち自慢 〜人物編〜
したいこと、 美市だったら叶うかも
したいこと、能

̹̱̭͈ͩ͂

