
問 / 福祉課（☎ 58‐2230 58‐2294）

聴覚・言語機能・知的・精神・発達などの障害により、
音声での会話が困難な方を助けるツールとして「コミ
ュニケーションカード」を配布しています。
　カードの絵や文字を指さすことで、自分の気持ちや
言いたいことを伝えたり、相手の話していることが分
かりやすくなったりします。
　障害者手帳の所持に関係なく、必要な方にお渡しで
きますのでご利用ください。
▶ 受け取り方法

①「能美市コミュニケーションカード申請書」を記入
する。
②申請書を福祉課または寺井・根上サービスセンター
に提出する。⇒その場で、すぐに受け取れます。
※①申請書は、福祉課、寺井・根上サービスセンター
　の他、市ホームページからも入手できます。
※お一人につき、１冊のみお渡しできます。

▶ カードの内容

・「はい」「いいえ」「助けて」「あたまが痛い」など日
常で使用する単語：50 単語

・50 音のひらがな表
・数字・時間・曜日・お金を示すカード
・ホワイトボード機能のシート
カード本体は A6 サイズです。
たて約 22 ㎝×よこ約 18 ㎝×厚さ約２㎝のファイル
にセットされています。
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コミュニケーションカードを必要な方に配布します

問 / 生活環境課（☎ 58‐2217 58‐2292） 問 / 生活環境課（☎ 58‐2217 58‐2292）

特定外来植物を
見つけたときは駆除を

野焼きは法律で
禁止されています

昨今、石川県内で①「オオキンケイギク」、②「オ
オハンゴンソウ」、③「アレチウリ」、④「オオカワヂ
シャ」といった特定外来植物の生育が確認されていま
す。発見された際は、刈り取って２～３日天日にさら
してください。その後袋に入れて枯死させ、可燃ごみ
として出すか、美化センターへ持ち込むなどの処分を
お願いします。

適法な焼却施設以外でごみを
燃やすことを「野焼き」といい
ます。野焼きは廃棄物の処理及
び清掃に関する法律で原則、禁
止されています。
　野焼きに該当するのは、地面
で直接焼却する場合だけではなく、ドラム缶・ブロッ
ク囲い・素掘りの穴・法律で定められた基準を満たし
ていない焼却炉なども含まれます。また、野焼きをし
た人には５年以下の懲役、もしくは 1,000 万円以下の
罰金またはその併科に処せられます。
　野焼きは「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗
濯物が干せない」などという近隣住民とのトラブルを
招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発
生させ、人の健康に悪影響を及ぼしたり、火災や大気
汚染の原因のひとつとなっています。
　家庭や事業所から出るごみは、正しく分別し、決め
られた方法で適切に処理しましょう。

①「オオキンケイギク」

③「アレチウリ」

②「オオハンゴンソウ」

④「オオカワヂシャ」

申・問 / 地域振興課（☎ 58‐2212 58‐2291）

　結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅
取得や賃借料、または引越しに係る費用を最大 30 万
円補助します。
▶ 対象世帯

申請時点で、次の要件を全て満たす世帯
・令和３年１月１日から令和４年３月 31 日までの間
に婚姻届を提出し、受理されている

・婚姻日において夫婦ともに 39 歳以下、かつ、能美
市に住民登録がある

・夫婦の合計所得が 400 万円
未満

・市税の滞納がないこと

能美市での新婚生活を応援します

▶ 対象経費

令和３年１月１日から令和４年３月 31 日までに支払
った次の費用

・新規の住宅取得費用（他の補助金と併用不可）
・新規の住宅賃借費用（賃料、敷金、礼金、共益費、
仲介手数料）

・結婚に伴う引越費用（引越業者または運送業者に支
払った費用）
▶ 申請期間

令和４年３月 31 日 まで

詳細な要件については、地域振興課へお問い合わせく
ださい。

成人式の実行委員を募集します！

成人式の実行委員は、当日上映する映像の制作や
式典の司会、ピアノ演奏などの成人式づくりの運
営を行います。令和４年成人式の実行委員になっ
て、仲間と一緒に思い出に残る式を作りません
か？ビデオ撮影や編集、ピアノ演奏が得意な方大
歓迎です！
▶ 申込方法　７月 16 日 までにまなび文化課
へ 電 話 ま た は メ ー ル（manabi@city.nomi.lg.jp）
で氏名・住所・出身中学校・
連絡先をご連絡ください。

▶ 日時　令和４年 1 月９日 10 時～
▶ 場所　根上総合文化会館
※状況に応じて、３会場で行うことも検討します。
▶ 対象　平成 13 年４月２日から平成 14 年４月１日
までに生まれ、現在能美市に住んでいる方、または根
上・寺井・辰口中学校を卒業した方
※対象者には、11 月ごろに案内状をお送りします。

問 / まなび文化課（☎ 58‐2272 55‐8555）

成人式のご案内

　市民税非課税世帯の方で、一定の要件を満たす方に
ついて、介護保険の施設サービスや短期入所サービス
を利用された際の食費・居住費（滞在費）を軽減する
制度があります。
　軽減を受けるには、サービスを利用する介護保険施
設に「介護保険負担限度額認定証」を提示する必要が
あります。保険年金課または寺井・根上サービスセン
ターで申請手続きをしてください。

《現在軽減を受けている方へ》

　６月中に更新申請書を送付する予定です。引き続き
軽減制度の利用を希望する方は、通知でお知らせする
提出期限までに更新の申請手続きをお願いします。
▶ 申請窓口　保険年金課または
　　　　　　 寺井・根上サービスセンター

介護保険施設の利用料
軽減制度のご案内

申・問 / 保険年金課（☎ 58‐2236 58‐2293）
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問 / 健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

　昨年度から集団健診は完全予約制を導入し、感染対策として３密を避けた健診を実施しています。今年からインタ
ーネット予約システムを導入し、予約しやすくなりました。

　６月上旬に世帯主宛てに「令和３年度能美市健診・がん検診のご案内」と対象となるご家族全員分の受診券を送付
しました。集団健診（辰口福祉会館・寺井地区公民館・根上総合文化会館）は完全予約制のため事前予約が必要です。
地区検診（公民館などで受けるがん検診）は予約なしで受診できます。

６月から健診・がん検診が始まります

集団健診の予約方法について

令和３年度がん集団検診一覧表

40 歳～ 75 歳未満で協会けんぽなど国民健康保険以外に加入している方は、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
※被扶養者の方は市の健診会場で受診できる場合があります。

がん検診項目 対象者 受診料金
会場

集団健診会場
地区検診会場

（各町公民館など）

結核・肺がん（レントゲン） 40 歳以上 ０円 〇 〇

肺がん（CT 検査） 50、55、60、65、70 歳 700 円 〇

喀痰検査 50 歳以上の必要者のみ 200 円 〇 〇

胃がん（バリウム） 40 歳以上 400 円 〇 〇

前立腺がん（血液検査） 50 ～ 74 歳の男性 100 円 〇

大腸がん（便潜血検査） 40 歳以上 200 円 〇 〇

子宮頸がん（細胞診） 20 歳以上の女性 400 円 〇

乳がん（マンモグラフィ） 40 歳以上の女性 500 円 〇

健診を受けた人に、のみ商業協同組合
「のみカード」の５ポイント引換券を

プレゼントします。　

のみカードポイントが

まる！貯

あなたが受ける健診は？

フレッシュ健診 特定健診 長寿健診

対象

19 歳～ 39 歳 40 歳～ 75 歳未満 75 歳以上

国民健康保険加入者と職場
などで受ける機会が無い人

国民健康保険加入者 後期高齢者医療加入者

検査内容 診察、血圧、血液検査、尿検査など

実施場所 集団健診会場
集団健診会場
指定医療機関

指定医療機関

料金 500 円
500 円

今年度40・50・60・70 歳の方は無料
無料

持ち物 ６月上旬に市から送付される受診券・受診料金・保険証 後期高齢者医療被保険者証

がんは早期発見すれば約９割の方が治ります！

令和元年度  市がん検診からのがん発見者数

（人）０ ２ ４ ６ ８ 10 12

　がんは、症状のない早期に発見し、早期に適切な治療を開始する
ことが大切です。
　令和元年度の市がん検診では、右記グラフのように、胃がん４件、
肺がん３件、大腸がん７件、子宮がん３件、乳がん 12 件の発見があ
りました。これらのがん発見者のうち、７割は早期の段階で発見さ
れています。症状がないから大丈夫と思わず、きちんと検診を受け
ましょう。

乳がん

子宮がん

大腸がん

肺がん

胃がん ３

１

４

４

１

３

３

２

３

９

早期がん

進行がん

生活習慣を改善して、

大きな病気のリスクを少しでも

減らすことが大事なのだ！

健診や健康についての相談は

健康推進課に聞いてみましょう！

地区検診は、
予約不要で受けることが
できます！

お得にがん検診を受けられます！
検査費用のおよそ 1 割負担で検査を受けることができます。

（例）胃がん検診：検査費用 3,792 円　→　受診料金 400 円

▶ 予約方法

▶ 予約期間等

●インターネット予約　

●電話予約　

予約期間中にインターネットまたは電話で予約してください。※地区検診は予約不要です。
予約が定員に達した場合はご希望の日程に健診を受けられないことがあります。

予約期間中は 24 時間受付できます。市ホームページまたは QR コードからアクセスできます。

健診月ごとに予約期間が異なります。（例）７月の健診の予約期間は６月 10 日 ～ 27 日 です。詳しくは「令
和３年度能美市健診・がん検診のご案内」７ページをご確認ください。

予約期間中の９時～ 12 時に予約専用ダイヤルから予約できます。

電話予約は大変込み合いますので、インターネット予約をおすすめします。
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児童手当および特例給付を受けている方は、毎年６
月に現況届の提出が必要です。６月上旬に、現況届の
用紙を受給対象者に郵送します。もし、現況届の提出
が無い場合は、６月分以降の手当が受けられなくなり
ますので、忘れずに提出期限までに提出してください。
　現況届により、所得状況や支給要件を確認して６月
分以降の手当の支給について審査を行います。
▶ 提出期限　６月 30 日
▶ 提出場所　子育て支援課または
　　　　　　 寺井・根上サービスセンター

問 /

次の場合には届け出をしてください
・振込先の口座を変更した場合（受給者名義の口
座に限ります）

・受給者または児童の氏名が変わった場合
・受給者または児童が能美市外に転出した場合
・受給者または児童が能美市内で住所を変更した
   場合

・受給者が公務員になった場合
・児童を養育しなくなった場合
・児童が児童福祉施設などに入所した

場合

　６月 10 日 は、児童手当および特例給付の６月
定例支給日です。ご指定の口座に振り込みますので、
通帳記帳などでご確認ください。
　児童手当および特例給付は、毎年度６月、10 月、
２月の原則 10 日に、前月分までの手当を受給者の口
座に振り込みます

▶ 手当の月額

※受給者の所得が制限額を超える場合は、月額 5,000
円になります。（特例給付）
※ 18 歳以下の児童（18 歳到達後最初の３月 31 日まで）
から第１子と数えます。
▶ 支給時期

・６月定例支給　 ２月分から５月分まで４か月分
・10 月定例支給　６月分から９月分まで４か月分
・２月定例支給　10 月分から１月分まで４か月分

問 /

０歳から３歳未満 15,000 円

３歳以上小学校修了前 10,000 円
（第３子以降は 15,000 円）

中学生 10,000 円

児童手当の現況届を６月中
に提出してください

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）のご案内

児童手当
６月定例支給についてインターンシップ促進支援事業補助金のご案内

医療費支給申請書の郵送受付について

申・問 / 商工課（☎ 58‐2254 58‐2266）

　能美市では、積極的にインターンシップ事業を行う市内企業を支援しています。
　インターンシップ事業を行う
にあたり企業が負担した学生の
交通費、宿泊費などの２分の１
の額を補助します。申請は年間
２回までとし、１企業当たり年
10 万円が限度です。
　対象事業が終了後、速やかに
補助金交付申請および実績報告
書をご提出ください。
　令和３年度に実施した事業の
申請締切は、令和４年３月 31
日 です。

①インターンシップ参加

③補助金申請
（インターンシップ実施後）

市役所（商工課）

大学生、大学院生、高専生

④補助対象経費の
　２分の１を補助金交付

②交通費・宿泊費など
　支払い能美市内に本店または事業所を

　　有する法人または個人

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化す
る中で、低所得の子育て世帯に支援を行うため、子
育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
▶ 対象者

①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けてい
る方
②公的年金等を受給しており、令和３年４月分の児
童扶養手当の支給が全額停止される方

（児童扶養手当受給資格者の認定を受けていなくと
も、同様の水準と推測される方も対象となります）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している
方と同じ水準となっている方
▶ 給付額

児童１人当たり一律５万円

申・問 / 子育て支援課（☎ 58‐2232 58‐2293）

▶ 支給・申請

①の対象の方は申請不要です。（児童扶養手当の指定
口座に振り込みます）
②、③の対象の方は申請が必要です。市ホームページ
から申請書等をダウンロードし、申請書と必要書類と
ともに子育て支援課まで直接、または郵送でご提出く
ださい。
申請期限は令和４年２月 28 日 （必着）です。
申請内容を確認し給付金の支給要件に該当する方に対
して、後日指定されました振込先口座に振り込みます。
▶ 問い合わせ

子育て支援課（☎ 58‐2232 58‐2293）
平日８時 30 分から 17 時 15 分まで
厚生労働省コールセンター（ 専用0120‐400‐903）
平日９時から 18 時まで

　各種医療費助成申請受付は、市役所各窓口のほか、
郵送で受付することも可能です。新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、ぜひ郵送もご利用ください。申
請書は、市ホームページ「暮らし」の「各種申請書ダ
ウンロード」からダウンロードができます。
▶ 郵送先　〒 923‐1297　能美市来丸町 1110 番地
　能美市役所　健康福祉部福祉課または子育て支援課
※郵送の際には、医療費支給申請書のほか、右表にあ
る申請に必要なもの（★）を同封してください。

申・問 / 福祉課（☎ 58‐2230 58‐2294）、子育て支援課（☎ 58‐2232 58‐2293）

申請に必要なもの（★） 担当課

病院、薬局などの領収証 福祉課

指定難病医療費
・特定医療費（指定難病）
受給者証の写し

・病院、薬局などの領収証
福祉課

精神障害者入院医療費

病院、薬局などの領収証

福祉課

精神障害者通院医療費 福祉課

乳幼児・児童医療費 子育て支援課

ひとり親家庭等医療費 子育て支援課

寡婦医療費 子育て支援課

妊産婦医療費
・病院、薬局などの領収証
・母の健康保険証の写し
・母の通帳の写し

子育て支援課
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休日窓口における受け取りは
事前にご予約された方のみ可能です。

※交付場所が寺井・根上サービスセンターになっている方で、休日窓口（市
民サービス課）での受け取りを希望される方は、４日前までに市民サービス
課へご連絡ください。　

問 / 市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

マイナンバーカード受け取り・
電子証明書更新の休日窓口

日　時

場　所

６月６ 日 ９時～ 16 時

市役所本庁舎 市民サービス課

27、 、13

マイナンバーカード受け取り・
電子証明書更新の休日窓口

市・県民税（第１期）、国民健康保険税（第

３期）、後期高齢者医療保険料（第３期）、

介護保険料（第３期）、上下水道料（４月使

用分）、下水道受益者負担金（第１期）

※ 上下 水 道 料は、 残高 不 足 など で 振替 で き
なかっ た場合、翌月の 15 日（振替日が 休日
の場合は翌営業日）に再振替を行います。

今月の口座振替

６ 30月 日振替日

今月の口座振替
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問 /

　６月は「ひとり親家庭等福祉手当」の現況届の提
出月です。
　６月上旬に現況届の用紙を郵送しますので、必ず
ご提出ください。期間中に手続きをしない場合は、
助成を受けられなくなることがあります。
　高等学校などの在学生は、在学証明書、または学
生証の写しが必要です。
▶ 提出期限　６月 30 日
▶ 提出先　子育て支援課または
　　　　　 寺井・根上サービスセンター

ひとり親家庭等福祉手当の
現況届提出について

夏休み放課後児童クラブ
入会申込受付を行います

　保護者の就労などで日中、家庭が留守となる小学生
を対象に夏休み期間中の児童クラブ入会申込受付を行
います。適切な遊びと生活の場を提供することで児童
の健全育成を図ります。
▶ 申込期間　６月１日 ～ 15 日
▶ 申込場所　各放課後児童クラブ
※詳細は各放課後児童クラブへ
お問い合わせください。

問 /

　「おでかけパスポート」は高齢者の方の外出に便利
でお得なパスポートです。「のみバス」とタクシーを
組み合わせた市内の移動にぜひご利用ください。

問 / 地域振興課（☎ 58‐2212 58‐2291）

中山間地域以外の居住者

【券種】シニアパス券＋タクシー乗車券
有効期間：３か月

【販売価格】6,000 円

中山間地域居住者

【券種】シニアパス券＋タクシー乗車券
有効期間：３か月

【販売価格】7,000 円

中山間地域以外の居住者

【券種】タクシー乗車券（500 円券 11 枚セット）
有効期間：３か月

【販売価格】2,000 円

【券種】タクシー乗車券（500 円券 22 枚セット）
有効期間：６か月

【販売価格】4,000 円

中山間地域居住者

【券種】タクシー乗車券（500 円券 18 枚セット）
有効期間：３か月

【販売価格】3,000 円

【券種】タクシー乗車券（500 円券 36 枚セット）
有効期間：６か月

【販売価格】6,000 円

※中山間地域対象町会…
※タクシー乗車券を使い切っても、有効期間が満了するまでは次の「おでかけパスポート」を購入できません。
※タクシー乗車券は能美市内の乗降でのみ利用可能です。

▶ 販売内容

１．65 歳以上の市民　

２．免許返納者用 のみバス定期券利用者（70 歳以上）　

▶ 対象者

１．65 歳以上の市民
２．免許返納者用のみバス定期券利用者（70 歳以上）
▶ 販売場所　市役所市民サービス課（本庁舎）、
　　　　　　 寺井・根上サービスセンター

令和３年度　能美市立病院職員募集について

祖父母教室「孫まご教室」のお知らせ

問 / 能美市立病院総務課（☎ 55‐0560 55‐0815）

申・問 / 健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）、子育て支援センター（☎ 58‐8200 58‐8500）

募集職種 採用予定人員 受験資格・その他 試験日・内容 受験手続

看 護 師 ３人程度

平成８年４月２日以降に生まれ、
看護師の資格を有する人または令
和４年３月末までに取得見込みの
人。ただし夜勤可能な人。

◇試験日
　６月 29 日
◇試験内容
　作文試験　　
　口述試験

能美市立病院で交付する申込用紙に必要
事項を記入し、６月１日 から６月 18
日 までに能美市立病院へ提出してく
ださい（郵送の場合は、簡易書留により
６月 18 日までの消印のあるものが有効）。
※申込用紙は能美市立病院ホームページか
らもダウンロードできます。

　令和４年４月１日付採用試験を次のとおり行います。

　祖父母となる方に今の子育てや母親を取り巻く状
況を知っていただき、子育てにおける祖父母の役割
を学ぶ教室です。ぜひ頼れる祖父母になって子育て
を応援しましょう。
▶ 日時と内容　いずれも 10 時～ 11 時 30 分
①７月３日

・データから見た今どきの育児
・アンケートでわかる祖父母にしてほしいこと
②７月 17 日

・今どきの育児用品の使い方
・環境を整えて、子育て中の危険防止をはかりましょう

▶ 申し込み先　能美市立病院総務課（〒 929-0122　能美市大浜町ノ 85 番地）

③８月７日
・赤ちゃんの栄養について
・祖父母も知っておくと便利、子育てサービスと遊べ
る場所
▶ 場所　子育て支援センター
▶ 講師　中口 カノ子 助産師
▶ 対象　これから祖父母になる方・１歳前のお孫さ
んがいる方（お孫さんが能美市在住の方）
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
県外からのご参加はご遠慮ください。
▶ 定員　10 名（要予約・申し込みは７月２日 まで。
ただし定員に達し次第締め切ります。）

おでかけパスポート（見本）



ひろばこのコーナーでは、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。

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　 = 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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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。

※６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。

お知らせ

次のとおり訓練生を募集します。
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
訓練科名  ＣＡＤオペレーション科
訓練期間  ７月 26 日㈪～ 11 月８日㈪
願書受付期間 ５月 24 日㈪～６月 30 日㈬
選考日 ７月９日㈮
選考方法  適性検査、書類選考および面
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

（☎ 0761‐44‐1183 0761‐44‐4267）

石川県立小松産業技術専門校　
令和３年度訓練生募集

募

　　　　

受験資格  令和３年４月１日において高等
学校または中等教育学校を卒業した日
の翌日から起算して12年を経過してい
ない方および令和４年３月までに高等
学校または中等教育学校を卒業する見
込みの方
申込期間  インターネット受付　７月20日
㈫～７月29日㈭
一次試験  ９月 26 日㈰
二次試験  10 月 19 日㈫～ 10 月 28 日㈭ 
受験案内 最新の試験情報はホームページ
等で必ず確認してください

https://www.kaiho.mlit.go.jp/
recruitment/admission/jcgs.html
申 問

第九管区海上保安本部総
務部人事課（フリーダイ
ヤル☎ 0120‐444‐576）
または、金沢海上保安部
管理課（☎ 076‐266‐6115）

北陸電力送配電公式ツイッターなどから停電情報が確認できます
～災害時に備えてフォローしておくと便利です～

“海” を愛し、守る「海上保安官」になるために
海上保安学校学生採用試験

【北陸電力送配電公式 Twitter】
災害発生時の注意事項や、停電時に、町
域単位での停電戸数、復旧見込時刻が確
認できるホームページへのリンクを紹
介しています。

北陸電力送配電ホームページ「停電情報」 
http://www.rikuden.co.jp/nw/sp/teiden/
otj210.html

【スマホアプリ：
停電情報お知らせサービス】
設定した地域（最大 12 地域）の停電、
復旧見込み時刻等をプッシュ通知でお
知らせ
＜プッシュ通知イメージ＞

← Twitter・アプリは
　こちらから

問 北陸電力送配電株式会社ネットワークサービスセンター（☎ 0120‐837119）

知

募

目が見えない、見えにくくなって困っ
ている人のためのなんでも相談会を開
催します。 期 ６月 24 日㈭ 13 時～ 16
時 所 辰口福祉会館 多目的ホール
内 生活相談、福祉制度の紹介、便利な
道具（音声の出る時計・体温計・体重
計、拡大鏡、音声パソコンなど）の体
験など
申 問  福祉課（☎ 58‐2230  58‐2294）
石川県視覚障害者協会（☎ 076‐222‐
8781  076‐222‐1821）

現在、クアハウス九谷では 33 年間のご
愛顧に感謝の気持ちを込めて、「設立 33
年ありがとうイベント」を６月 15 日㈫
まで開催中です。
健康温泉・バーデゾーンでは『日替わ
り湯』を実施し、プールでは夜間ライ
トアップした『ナイトプール』など、
ほかにも内容盛りだくさんで皆さまを
お迎えします。
また、施設利用料も割引価格にてご利
用いただけます。皆さまのご来館を心
よりお待ちしております。
問  クアハウス九谷（☎ 51‐5050 58

‐5057）

目が不自由な方のための
福祉相談会

クアハウス九谷設立 33 年
ありがとうイベント開催

知

催

高野山から揚原山のパノラマコースを
ゆったりと歩き、能美の里山の絶景「蟹
淵」を訪ねます。モリアオガエルの卵
塊が多数あり、瑠璃色のルリイトトン
ボも観察できます。
期 ６月 19 日㈯９時～ 15 時頃 所 こく
ぞう 里山 公園 交流 館 定 20 名 費 大人
1,000 円、高校生以下 500 円
申 問 能美の里山ファン倶楽部

（☎ 51‐2308
info@nominosatoyama.com）

高野山・揚原山・蟹淵
ガイドハイク

催

区分 警察官Ａ、警察官Ａ（武道指導）、女性警察官Ａ

受験資格
昭和 63 年４月２日から平成 13 年４月１日まで
に生まれ、大学卒業または令和４年３月までに
大学卒業見込みの方

受付期間 ５月 19 日 ～６月 11 日

試験日程

第１次試験
（筆記試験）　　７月 11 日
（体力試験）　　７月 17 日

第２次試験　　８月下旬
申 問 能美警察署（☎ 57‐0110）最寄りの交番、駐在所

石川県警察官募集  ～強い決意～
募

６月の替わり湯は『しょうぶ湯』を予
定しています。ぜひご家族やご友人と、
今月の『替わり湯』をお楽しみください。
期 ６月８日㈫終日 所 里山の湯（内湯・
露天風呂で実施） 費 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 51‐2184）

知

「鍵かけ = ロック」はすぐに始められる防犯対策であり、防犯の基本です。
《外出するときは…》

・全てのドアと窓の鍵をかける
・室内が外から見えないようにカーテンなどを閉める
・車や自転車から離れる時は、短時間でも鍵をかける
・車内に荷物を置いたままにしない

《帰宅、在宅のときは…》
・在宅時でも鍵をかける
・自宅敷地内であっても、車や自転車等の鍵はかける

　鍵かけを習慣にすることで犯罪の未然防止につながります。
能美防犯協会・能美警察署

６月９日は「ロックの日」


