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広 報

・新型コロナワクチンの接種について
・九谷焼ウルトラマンシリーズお披露目式を行いました
・６月から健診・がん検診が始まります

ウルトラなパワーが未来を照らす
～新型コロナウイルス感染症終息を願って～
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①氏名、住所、生年月日を
　確認します

①受付 ⑤健康観察②予診票確認 ③予診 ④接種

▶ 持ち物 ▶ 服装

②接種したい日時、場所を決めます
③ＷＥＢ（インターネット）または
　電話で予約します

マスクをしましょう。

肩に近い上腕部に接種する

ので、T シャツを着て上着

を羽織るなど肩の出しやす

い服が望ましいです。

　能美市では、65 歳以上の方に新型コロナワクチンのクーポン券（接種券）を送付しており、接種の時期を２期に
分けて行っています。

掲載内容は５月 21 日 現在のものです。最新の情報については市ホームページをご覧ください。

３週間後の同じ曜日・時間帯・場所において、
２回目の接種をします。予定を確認し、予約し
た日時・場所を控えておきましょう。

接種２回目の予約は、１回目の接種後に

その接種場所にて行います。

新型コロナワクチンの接種について

新型コロナワクチン接種に関する最新情報は、市ホームページで公開しています

接種までの流れ・接種後の注意点について

能美市新型コロナワクチン接種コールセンター

市ホームページ 問い合わせ

☎０５７０-０５０６７０
【平日９時～ 17 時】（通話料がかかります）

クーポン券（接種券）を用意します

接種当日

持ち物の確認

ＷＥＢ予約 電話予約

※電話は混雑することが
予想されます

※通話料がかかります

１

３

２

予約の確認方法

接種後の注意点

●接種当日

●接種後数日かけて

上記の症状が起きた場合・・・

ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします

予約の変更・キャンセルについて

ＷＥＢで確認する場合

（コールセンターで予約した方も確認することができます。）

　①予約サイトにアクセスします。
　②自治体コード、接種券番号、生年月日を入力し、認証画

　　 面に入ります。
　③マイページを開くと、予約した情報が確認できます。

コールセンターで確認する場合

（ＷＥＢ予約した方も確認することができます。）

　コールセンターに電話し、接種券番号および、生年月日を
お伝えください。

予診票 クーポン券
（接種券）

本人確認書類
（運転免許証、

健康保険証など）

会場で 15 ～ 30 分待機

アナフィラキシー

・薬や食べ物が身体に入ってから、短期間で起こることのあるアレルギー反応です。

・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの症状が急に起こります。
・起こることは極めてまれですが、ワクチンの接種会場や医療機関では、症状に対応

できる医薬品などの準備をしています。

血管迷走神経反射

・緊張や強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失う
ことがあります。

・誰にでも起こる可能性がある身体の反応で、通常横になって休めば自然に回復します。

接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、吐き気、嘔吐など

　ワクチン接種を受けた医療機関やかかりつけ医など、身近
な医療機関に相談してください。集団会場で接種した方や、
かかりつけ医がない方は、右記へご相談ください。

　ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、他の方への感染をど

の程度予防できるかはまだ分かっていません。このため、皆さまには、感染予防対策を継続していただくようお願いし
ます。具体的には、「３つの密（密集・密接・密閉）」の回避、マスクの着用、手洗いや手指消毒の励行などをお願いし

ます。　　 出典：厚生労働省　新型コロナワクチンを受けた後の注意点

　能美市新型コロナワクチン接種コールセンターへご連絡ください。接種日当日のキャンセルは、接種する医療機関

（集団接種の場合はコールセンター）にご連絡ください。

石川県発熱患者等受診・
コロナワクチン副反応相談センター

☎ 0120-540-004
（受付時間：９時～21時　土日祝含む）

接種期間①：（接種１回目）５月 24 日 ～６月 13 日
※この期間の予約は終了しました

接種期間②：（接種１回目）７月   ５日 ～７月 10 日
※この期間の予約開始は６月 14 日 午前９時～です。

マイページの
開き方

認証画面への
入り方

忘れると接種できないので注意してください

当初、接種期間②は、７月 24 日 までを予定して
おりましたが、７月末までに２回目の接種を完了
できるように日程を変更しました。
詳しくは別途お知らせを配布予定です。

※
※
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感染リスクが高まる「５つの場面」に

市内施設の開館状況

中止の対応を行う今後の行事・イベント等一覧

　４月以降、市内でも新型コロナウイルス感染症の発生が続いている状況であり、石川県では
５月９日に「石川緊急事態宣言」が発出されました。県内では感染力が高いと言われている変
異株の感染が報告されています。皆さまご自身のみならず、大切な家族、友人、地域の人々を
守るため、一人ひとりの感染対策を引き続きお願いします。

場面①

飲食を伴う食事会等

場面②

場面③ 場面④ 場面⑤

飲酒により気分が高まり注

意力が低下します。敷居な

どで区切られた狭い空間に

長 時 間、 大 人 数 が 滞 在 す

ると感染リスクが高まりま

す。

マスクなしに近距離で会話をするこ

とで、飛沫感染のリスクが高まりま

す。

長時間におよぶ飲食は、短時

間の食事と比べ感染リスクが

高まります。大人数の飲食で

は大声になり飛沫が飛びやす

くなるため、感染リスクが高

まります。

仕事での休憩時間など、休憩室・喫

煙室と居場所が切り替わると、気の

緩みや環境の変化により、感染リス

クが高まります。

長時間閉鎖空間が共有されるため、

感染リスクが高まります。

共有の風呂・トイレも注意が必要で

す。

掲載内容は５月 21 日 現在のものです。最新の情報については市ホームページをご覧ください。 新型コロナウイルス感染症 に関する大切なお知らせ

変異株とは？

変異とは、生物やウイルスの遺伝子情報が変化することです。一般的に、ウイルスは流行していく
中で少しずつ変異をおこしていきます。これらの変異株は従来株よりも、感染しやすくなる、また、
重症化しやすくなる等の可能性があります。

変異株であっても個人の基本的な感染予防策は、３密（密集・密接・密閉）や特にリスクの
高い５つの場面の回避、マスクの着用、手洗いなどが、これまでと同様に有効です。

注意！

施設名 対応

辰口福祉会館
時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不
可、イベント等中止）

白寿会館 一部休止（教室等中止）

亀齢荘 一部休止（教室等中止）

里山の湯 時短（21 時まで）

辰口温泉足湯 入場制限あり

クアハウス九谷 時短（21 時まで）

子育て支援センター
一部休止（市主催のイベン
ト中止）・入場制限あり

（市民のみ利用可能）

児童館
一部休止（市主催のイベン
ト中止）・入場制限あり

（市民のみ利用可能）

根上図書館

時短（17 時まで）寺井図書館

辰口図書館

根上総合文化会館
時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不
可・イベント等中止）

根上学習センター
時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不
可・イベント等中止）

寺井地区公民館
時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不
可・イベント等中止）

ＣＣ館 時短（21 時まで）

施設名 対応

各キャンプ場 休止

入場制限あり

入場制限あり

休館

休館

能美ふるさとミュージアム 一部休止（イベント中止）

こくぞう里山公園交流館 一部休止（イベント中止）

時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不可）

市内すべての体育施設 時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不可）

防災センター 一部休止（団体・個人の体験
受け入れ中止）

根上くるくる工房
「リサイクル作業所」

通常どおり

根上くるくる工房
「リサイクルセンター
（資源収集）」

通常どおり

ふれあいリサイクルセンター 通常どおり

辰口リサイクルセンター 通常どおり

　時短などの利用制限を実施していた公共施設について、６月 13 日 までの開館状況をまとめました。なお、今
後の感染状況により、変更となる場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

▶ 問い合わせ　地域振興課（☎ 58‐2212 58‐2291）

▶ 問い合わせ　福祉課

のみっ子フェスタ★ 2021中止

▶ 問い合わせ　子育て支援課

根上り七夕まつり中止

能美戦没者慰霊式中止

能美市自衛消防団合同訓練大会中止

▶ 問い合わせ　危機管理課（☎ 58‐2201 58‐2290）

中止

▶ 問い合わせ　生活環境課（☎ 58‐2217 58‐2292）

防災フェスタ中止

▶ 問い合わせ　危機管理課（☎ 58‐2201 58‐2290）

※ただし、追悼法要は
　規模縮小で実施します
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九谷焼ウルトラマンシリーズお披露目式・
展覧会を開催しました

　　5 月 2 日、能美ふるさとミュージアムで、九谷焼ウルトラマンシリーズの新作３体お披露目式を開催
しました。式では、井出市長が「ウルトラマンが実在していたら、コロナ禍で苦しむ地球をどうやって救
っていたか。見る人が想像を膨らませ、元気をもらう機会になってほしい」とあいさつし、続いて新作３
体に絵付けを施した能美市在住の九谷焼作家 福島武山さん、武腰潤さん、山田義明さんが作品への想いを
語りました。式後には、新作３体のほか、過去に制作した 23 点が一堂に会する展覧会をオープンし、宇
宙をイメージした会場の中で家族連れなどが九谷焼とウルトラマンシリーズのコラボレーションを楽しん
でいました。

Hot
news

宇宙をイメージした展覧会場

6

新作の３作品を紹介します

市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍

37

29

福島 武山さん作 武腰 潤さん作 山田 義明さん作

ウルトラマンタロウ ウルトラマンゼロ ウルトラマンティガ

福島さんのコメント
フィギュアの絵付けはこれまでにも
色々としてきましたが、この仕事は
すごく楽しいです。今回はコロナ禍
の落ち込んだ世の中を明るくしてほ
しいという想いを込めて、一生懸命
作りました。

武腰さんのコメント
どう絵付けしようかと悩みました。
本物のウルトラマンは、陶器ではな
く生きていますので、同じように「命」
を吹き込めないかなと思い、目を描
き入れました。まつ毛を入れたのが
正しかったのかは分かりません。

山田さんのコメント
ウルトラマンティガはイケメンな正
義の味方なので、いかにイイ男に描
くかを意識しました。悪者を打ち倒
すため、宇宙からのエネルギーを蓄
えているイメージで、頭部には金の
稲妻が入っています。

© 円谷プロ © 円谷プロ © 円谷プロ

© 円谷プロ© 円谷プロ© 円谷プロ© 円谷プロ© 円谷プロ© 円谷プロ
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民生委員・児童委員の皆さん

5

6
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12

18

美しい四重奏が奏でられました
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市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍

28

30

10

35

18

12

30

29

井出市長、番匠副市長へ伝達しました。 上映会の様子



市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍

11 10

11

100

58

100

100 歳を迎えられた宮本さん

10
10

2830

左から小宮社長、井出市長左から清水社長、井出市長

災害廃棄物の分別作業の様子

左から本業務主任、荒井主事

10

12

19
10

29

11

2

5

21

現地の方は大変なところ、私たちに
親切にしてくださり、報道で見るよ
りも、学ぶことがたくさんありまし
た。行ってよかったです。（本）

現場の惨状を見て本当にショックを
受けました。支援活動を通し、自分
の防災の意識も上がりました。良い
経験になりました。（荒井）

従事した職員のコメント

100 歳を迎えられた沖田さん起工式の様子

23

100

26

4

30

左からあいおいニッセイ同和損害保険㈱の石原北陸本部
長、㈱北國銀行の中田取締役常務、井出市長、はくさん
信用金庫の石田理事長



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。

13

くらしに関する情報をお知らせします

12

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

19 18

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」



ひぽ・ゆずの　　  でえこっさ

リサイクルセンターに使用済みインクカートリッジの回収ボックスを設置しました。
使用済みインクカートリッジが出た場合は、ごみとして処分せずに、ぜひ回収ボックスをご利用ください。
▶ 設置場所　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
▶ 回収対象　家庭でお使いのインクカートリッジであればメーカーを問いません。

問い合わせ　生活環境 課

インクカートリッジ回収のお知らせ
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豊かな能美暮らしを未来へつなごう！

　SDGs（Sustainable（サスティナブル） Development（デベロップメント） Goals（ゴールズ））は日本語で持続可
能な開発目標と訳され、2030 年までに持続可能でより良い社会を目指す国際目標のことです。経済・環境・社会の課
題を解決するための17 のゴール・169 のターゲットから構成され、『誰一人取り残さない』ことを誓っています。

ＳＤＧｓってなんだろう？

目標８ 働きがいも経済成長も

問 / 市長戦略課 SDGs 推進室（☎ 58‐2220  58‐2291）

時 / 時間　場 / 場所　問 / 問い合わせ時 / 時間　場 / 場所　問 / 問い合わせ時 / 時間　場 / 場所　問 / 問い合わせ時 / 時間　場 / 場所　問 / 問い合わせ時 / 時間　場 / 場所　問 / 問い合わせ

主要行事・イベント実施予定

ツエーゲン金沢の試合に無料ご招待
京都サンガ F.C. 戦は能美市・金沢市ホームタウンサンクスデー

終日

スポーツ振興課
‐ ‐

６ 19月 日日 時

場 所

申込方法

申込締切

問い合わせ

申し込みの詳細については市ホームページをご覧ください。

国際目標かぁ。自分には関係ないように思えるのだ。

でも、SDGs は、私たちの身近な生活に深く関係して
いるのです。その一つをご紹介します。

目標８には、12 のターゲットがあります。
例えば、ターゲット８－４には、

『2030 年までに、消費と生産において、世界
がより効率よく資源を使えるようにしていく。
また、先進国が主導しながら、計画に従って、
経済成長が、環境を悪化させることにつなが
らないようにする。』となっています。

　欲しいものがすぐに見つかるオンラインショップや、な
んでもそろう大型ショッピングセンターはとても便利です
ね。でも、市外で買い物をすると、そのお金のほとんどが
地域の外に流れていってしまいます。
　地元の人が地元のお店で買い物をすると、お店は売り上
げで地元の材料を仕入れ、商品をつくり、また地元の人に
売る循環が生まれます。お金が地域で回り、地域経済が豊
かになるのです。地元消費が活発になれば、雇用の創出に
もつながります。
　『のみ商業協同組合』では、組合収入の一部を「のみ地
域力強化支援ファンド」に寄附する活動を始めました。加
盟するお店を利用することで、助け合い・支え合いの地域
活動を資金面で支援することにもつながります。一人ひと
りの消費行動が、地域の力になるのです。
次に買い物をするときは、どのお店で買うとその力になる
のか、ぜひ考えてみましょう。

『みん なの生活を 良く
する安定した経済成長
を進め、だれもが人間
らしく生産的な仕事が
できる社会を作ろう』

できることから
やってみるのだ

2030 年の
その先へ
つなごう！

お金を地域で回していこう



問 / 危機管理課（☎ 58‐2201 58‐2290）

防 災 サ プ リ
問 / 能美ふるさとミュージアム（☎ 58‐5250 58‐5251）
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　今回は能美ふるさとミュージアムで無料貸し出しを行ってい

る、「レンタサイクル」をご紹介。

　感染症対策の中、遠出のできない日々が続いていますが、そん

な今こそ、身近なふるさとの魅力を見つめなおす良い機会です！

　能美市は、「古墳のまち」と言われるほど、多くの古墳が市内

で見られます。中でも、国指定史跡能美古墳群は、南北約 1 ㎞、

東西約２㎞の範囲内にある 5 つの独立丘陵上に古墳群が分布して

おり、自転車での古墳めぐりにピッタリ！北陸最大級の前方後円

墳のほか、大小さまざまな円墳や方墳、前方後方墳と、多様な古

墳が見られるのも、能美古墳群の魅力の一つです。

　そんな能美古墳群めぐりにご利用いただけるのが、能美ふるさとミュージアムで貸し出しを行っている「レンタ

サイクル」。受付カウンターで申し込みを行うと無料で借りることができます。自転車は電動機付自転車と普通自転

車の２種類があり、電動機付なら疲れ知らずで古墳めぐりが楽しめます。電動機付自転車は小学校高学年から大人

の方が使えるサイズで、普通自転車は大人用、こども用があります。

　ぜひ、ご家族やご友人と、お気軽に古墳めぐりをお楽しみください！

能美ふるさとミュージアムは、国指定史跡能美古墳群の貴重な出土品のほか、能美の自然・歴史・民俗について

学べる総合博物館です。

▶ 入館料　無料

▶ 展示観覧料　一般 300 円、65 歳以上・20 名以上の団体 200 円、高校生以下・障がい者手帳をお持ちの方（介助

者 1 名含む）無料　

▶ 開館時間　９時～ 17 時（最終入場 16 時 30 分）

▶ 休館日　毎週月曜日・第３火曜日（休日の場合翌日休館）、

12 月 28 日～１月４日、別途定める日

▶ 所在地　能美市寺井町を１－１

▶ 問い合わせ　能美ふるさとミュージアム（☎ 58‐5250  58‐5251）

能美ふるさとミュージアム設備紹介
～能美古墳群をめぐる！レンタサイクル～

晴れの日はレンタサイクルで古墳巡りしませんか

コ

施

ラ

設

ム

概 要

能美ふるさとミュージアム広報室

　　　　　　

　　　　　　

避難指示などの情報が大きく変わります

　１年の中でも非常に雨量が多くなる６月から７月にかけての「出水期」を前に、災害対策基本法が改正されました。
災害の警戒レベル４に入っていた「避難勧告」という情報は廃止され、レベル４は「避難指示」に一本化されます。
自治体が発令する避難情報等を災害発生の切迫度に応じて５段階で示す警戒レベルが以下のとおり変更になります。
この機会に改めて避難情報の意味を確認してみましょう。

今回の制度変更の目的の１つはレベル４のシン
プル化です。新しい制度では「避難勧告」を廃止し、

「避難指示」に一本化されました。新しくスタート
するレベル４の「避難指示」は、旧来の「避難勧告」
のタイミングで発令されることとなっています。

レベル５は「緊急安全確保」に

レベル４とレベル５のとるべき行動は？

どのような情報体系になるの？

災害が迫ったときに市が発令する

能美市防災ガイドブック

レンタサイクルをぜひご利用ください

能美市にお住まいの方に配布している
防災ガイドブックには、災害前の備えや、
いざ災害が起こったときにとるべき行動
など、防災に役立つ情報が満載ですので、
ぜひご活用ください。

▶ 利用時間　９時～16 時30 分
▶ 料金　無料
▶ 返却時間　貸出2 時間で返却してください。（ただし16 時30 分までに返却を完了してください）
▶ 貸出・返却場所　能美ふるさとミュージアム
▶ ご利用方法　受付で身分を証明できるものを提示し、「利用申込書」を記入してください。返却時は、鍵と許可証を受付へ 
 　　  お返しください。

※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。）
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不 足 し が ち な    「 防 災 」 を 補 い ま す

警戒レベル 新たな避難情報等 これまでの避難情報等

５
緊急安全確保

災害発生情報

↓警戒レベル４までに必ず避難！

４ 避難指示 避難指示（緊急）/ 避難勧告

３
高齢者等避難

避難準備・高齢者等避難開始※警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じて普段の
行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら
自主的に避難を開始してください。

２ 大雨・洪水・高潮注意報（気象庁） 大雨・洪水・高潮注意報（気象庁）

１ 早期注意情報（気象庁） 早期注意情報（気象庁）

６月１日から、市役所本庁舎市民ホールで「みんなで学ぼう・備えよう！今日からできる防災展」を実施します。
出水期への備えや、熱中症予防などについて展示しますので、お立ち寄りの際はぜひご覧ください。

令和３年５月 20 日から
避難指示で必ず避難。
避難勧告は廃止です。

※警戒レベル３、４、５については、能美市が判断し発令します。
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いしかわ動物園にズームイン！

　いしかわ動物園では昨年７月から、ふれあい体験ができる全天候型

屋内施設「ふれあい体験館」の建築工事を行ってきました。お客さま

には工事期間中ご迷惑をおかけしましたが、４月 17 日から運用を始

めました。この施設ではお客さまに、ふれあいを楽しむだけでなく、

体験を通して動物の生態や命の大切さを学ぶことができるよう、飼育

員が分かりやすく解説しています。

　それでは、実際に触れてみましょう。私たち目線で動物たちとのふ

れあいを楽しむのではなく、動物目線でどのように接したらよいのか

を、体験前に飼育員から教わります。「自分がされて嫌なことは、動

物も同じ」という説明を思い出して、優しく触れてください。動物た

ちがもし嫌な思いをしていなければ、彼らはじっと動かずに、その温

かみを伝えてくれると思います。

　「ふれあい体験館」では、ウサギ、モルモット、インコ類を飼育・

管理しています。飼育員がこれらの動物をどのように世話しているの

か、そして時には獣医が診察する様子なども、館内外からガラス越し

でご覧いただけると思います。これも、これまででは体験できなかっ

た楽しみの一つです。

文：いしかわ動物園

Zoo

みんなの図書館 ※開館時間、休館日については、市ホームページ、
各図書館だよりをご覧ください。
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ふれあい体験館の外観

館内外から飼育の様子を見ることができます。

セゾン・サンカンシオン

前川ほまれ [ 著 ]
ポプラ社

アルコール依存症の母親をもつ
柳岡千明は、退院後の母親が入
所する施設「セゾン・サンカン
シオン」へ見学に行く。そこは、
生きづらさを抱える女性たちが
前を向くための場所だった。人
間の孤独と再生を描いた作品。

おすすめの一般書 おすすめの児童書 おすすめの絵本

ろくぶんの、ナナ

林けんじろう [ 作 ]
岩崎書店

不思議な店の店主から、触ると
キャラ変してしまうサイコロを
もらったナナ。引っ込み思案だ
ったナナはそれから少しずつ変
わっていく。そんなある日、親
友のポポがいなくなり、ナナは
勇気を出して彼女を探しにいく
ことに…。

えんそくねこねこ

長野ヒデ子 [ 作・絵 ]
ひさかたチャイルド

12 匹の子猫が遠足に出かけま
した。子猫たちは、「いとまき
まき」の替え歌を歌いながら丸
木橋を渡ったり、山に登ったり
…。童謡「いとまき」の節でう
たって読める絵本。

おすすめ トマト

　江戸後期のいわゆる再興九谷諸窯のなかで、藩の殖産興業のため、磁器生
産の大工場化したものが、若杉窯です。現在の小松市若杉にありました。若
杉村を治める十村役林八兵衛の瓦窯でしたが、青木木米の弟子だった本多
貞吉が若杉近隣の花坂山で磁器原料の陶石を発見し、それを八兵衛の窯で焼
いたのが若杉窯のはじまりです。やがて藩の直轄窯となり、職人が全国から
集まり、その中に阿波徳島の赤絵勇次郎という名人がいました。本作は「勇」
銘があり、彼の作とわかりますが、最大の見どころは、染付紋様に花鳥画の
後絵を色絵の上絵付けで足しているところです。地模様や裏模様も色絵が加
えられており大変珍しいイッピン！です。（文・五彩館 館長　中矢）

情報発信元　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
　　　　  ※浅蔵五十吉記念館もあわせて入館いただけます。

【問い合わせ】☎ 58‐6100 58‐6086

ご来館の際は、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。

若杉窯染付色絵花鳥図平鉢 
サイズ 　口径 30.5 ／底径 19.2 ／高 5.0cm  
年　代　 19 世紀   
所蔵先 　能美市九谷焼美術館 | 五彩館｜

今月のイッピン！「若杉窯染付色絵花鳥図平鉢」

手話ページＱＲコード▶
動画配信中

今月の手話
手話表現：移住アンバサダー　奥村 源 さん（みなもと農場）
移住アンバサダーとは、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です。

「わたしの仕事は農業です※。おすすめはトマトです。」

【おすすめ】
① - １、① - ２　親指を立てた左手の下を、右手の指先
で軽くたたきながら前へ出す。

【トマト】
指文字「ト」で口元で円を描く。

※仕事の紹介の表現は、令和３年５月号を参考にしてください。

紙面で紹介している手話単語に関する動画を
ご覧いただけます。ぜひ、アクセスしてみてください♪

問 / 福祉課（☎ 58‐2230  58‐2294）

①
－１

①
－２

染付の牡丹花葉に花鳥画が巧みに色
絵で足されています。周縁の染付花
唐草文には色絵で地紋の渦丸紋が充
填されています。若杉窯の製品とし
てはとても珍しいです。

裏面には、上絵で銘が書かれていて、
1826 年（文政９）の作とわかります。
銘文は「於若杉文政九戊寅才仲秋 /
應需」「若」「勇」。
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わたしとこの町わたしとこの町
わがまち自慢  ～人物編～

28

したいこと、能美市だったら叶うかもしたいこと、能美市だったら叶うかも

29

田中さんが灯台笹遺跡（灯台笹町の畑）で発見した、旧石器時代の石器、
「尖頭器」（せんとうき）は能美ふるさとミュージアムに展示されてい

ます。２万 2,000 年ほど前のものです。

会誌「のうみ」は年１回発行しており、能美ふ
るさとミュージアムや市立図書館で読むことが
できます。

田中 勲  さん

File44 　灯台笹町 File43 　西任田町

パステル画は誰でも簡単にでき、楽しめるところが魅力的で、もっと
多くの人に広めたいという思いで、子どもたちに教えています（福岡
小学校クラブ活動）。

南さんが描いたパステル画の作品３点。20 年以
上パステル画を描き続けています。

南 淳 一  さん
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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、市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。お知らせ31

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。

６月の子育てカレンダー
　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。

子育て支援センター催し

行事名 対象・備考 場所 実施日 時間

子育て支援センター
問／子育て支援センター

（☎ 58‐8200 58‐8500）

14・28 日 10：00 ～ 11：00

赤ちゃんひろば 未就園児親子（１歳まで） 22 日 10：00 ～ 11：00

のびのびキッズ
寺井中央児童館 18・25 日

10：30 ～ 11：30根上中央児童館 18・25 日

辰口中央児童館 18 日

親子サロン 問／社会福祉協議会
（☎ 58‐6200  58‐6250）

岩内コミュニティセンター １・８・15・22 日

９：30 ～ 12：00西二口町公民館
（コミュニティセンター） ２・９・16・23 日

３・10・17・24 日

問／福祉課
（☎ 58‐2230 58‐2294）

26 日 10：00 ～ 12：00

すくすく相談 持ち物／母子健康手帳、バスタオル

健康福祉センター
｢ サンテ ｣
問／健康推進課

（☎ 58‐2235 58-6897）　　

７・21 日
受付時間

10：00 ～ 10：30

おっぱいの相談日
３日

受付時間
～ 11：00

28 日
受付時間

～ 14：00

マタニティクラス
③

① 17 日 18：30 ～ 20：30

③ 12 日 10：00 ～ 12：00

申し込み先、問い合わせ先　子育て支援センター（☎ 58‐8200 58‐8500）

パパ子育て講座『離乳食講座』
パパも離乳食についてのいろいろな話を聞いて、育児に役立て
ましょう。※離乳食の試食はありません。

日時：６月 19 日  10：00 ～ 11：00
対象：５か月～ 12 か月のお子さんをお持ちのお父さん（能美
市にお住まいの方）※夫婦参加も可
講師：管理栄養士　北野 玲子 さん
定員：15 名（要予約）※託児はありません。
申込受付：６月１日 ９：00 ～

わくわくひろば『おそとでわぁーい』
寺井保育園の園庭で遊ぼう！

日時：６月 15 日  10：00 ～ 11：00（雨天中止）
場所：寺井保育園園庭（現地集合）
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：15 組（要予約）※託児はありません。
持ち物：お茶・帽子　
申込受付：６月１日 ９：00 ～

行事名・対象 場所・備考 実施日 時間

日本語教室
対象／市内に在住・在勤の外国人

根上学習センター 毎週土曜日 10：00 ～ 11：30
岩内コミュニティセンター　託児利用料 500 円／回 毎週火曜日 10：15 ～ 11：45
JAIST 毎週火曜日 15：20 ～ 16：40
寺井地区公民館 毎週水曜日 19：30 ～ 21：00

テーマ／「遠くて近いアフリカ！」

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

27 日 14：00 ～ 15：30

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。

毎週水曜日 10：00 ～ 11：30

行事名・対象 予約・問い合わせ 場所 実施日 時間
弁護士無料法律相談

（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 58‐6250）　　
ふれあいプラザ

11 日 21 日
29 日

13：30 ～ 15：30

行政書士無料相談会 17 日 13：30 ～ 15：30

心配ごと相談
社会福祉協議会

（☎ 58‐6603 58‐6250）

ふれあいプラザ
辰口福祉会館
根上サービスセンター

４日
15 日
25 日

13：30 ～ 15：30

こころの相談
（精神科医が対応します）

健康推進課
（☎ 58‐2235 58‐6897） 健康福祉センター「サンテ」 ９日 ９：30 ～ 11：30

（精神科医が対応します）

お住まいの地区のあんしん相談センター
根上あんしん相談センター（☎ 55‐5626 55‐5627）
寺井あんしん相談センター（☎ 58‐6117 58‐6733）
辰口あんしん相談センター（☎ 51‐7771 51‐7783）

【予約受付】月～金曜日　８：30 ～ 17：15（祝日・年末年始を除く）

２日 ９：30 ～ 11：30

消費者生活相談 消費生活センター（市役所本庁舎）（☎ 58‐2248 58‐2293） 毎週 ～ 10：00 ～ 17：00

相談

国際交流

ご寄附統計資料

問／国際交流協会（☎ 57‐3751  57‐3761）

要予約

要予約

要予約

要予約

井上 玄 様（東京都）

和田 佳奈 様（東京都）

荒川 喜章 様（大阪府）

竹村 英樹 様（神奈川県）

鈴木 健 様（神奈川県）

伊藤 弘麿 様（群馬県）

北山 智章 様（神奈川県）

竹林 紀貴 様（愛知県）

岩田 匡弘 様（末寺町）

株式会社フェイス 様（白山市）

西原物産株式会社 様（野々市市）

土井 育男 様（荒屋町）

故 隅田 嗣男 様　ご遺族 様（寺井町）

東京ドロウイング株式会社 様（寺井町）

株式会社歯愛メディカル 様（白山市）

●人口　　4 9 , 8 1 7 人
男　24,776 人　　女   25,041 人

●世帯数 1 9 , 3 7 6 世帯

人口と世帯数

市内の犯罪・交通事故など発生状況

令和３年５月１日現在

（前月比＋131）

（前月比＋132）

データ提供　能美警察署・能美市消防本部

ご厚志ありがとうございます

（３月 15 日～４月 30 日受付分、寄附受付日順）

ふるさと納税（４月受付分、公表希望者のみ掲載） 

【ふるさと納税計】
令和３年４月分　77 件　1,711,000 円

育児講座『積み木であそぼう』
たくさんの積み木でダイナミックに遊びます。子どもたちだけ
ではなく大人も楽しめますよ。

日時：６月 21 日  ９：45 ～ 11：00
対象：２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）
講師：童具共育認定講師　西川 一美 さん
定員：15 組（要予約）
託児：５名（要予約）（能美市にお住まいの未就園のお子さん）
申込受付：６月７日 ９：00 ～

講演会『母親の役割・父親の役割』
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。

日時：７月８日  10：00 ～ 11：30
対象：小学生以下のお子さんをもつご家族
講師：多賀クリニック小児科医　多賀 千之 先生
定員：15 名（要予約）
託児：５名（要予約）（能美市にお住まいの未就園のお子さん）
申込受付：６月 24 日 ９：00 ～



「広報のみ」は再生紙を使用しています。

意識はありますか？

救急隊を要請 医療機関に受診

症状は

改善しましたか？

自分で水分が

取れますか涼しい場所へ
移動

水分を供給

はい

いいえ いいえ いいえ

はい

　右のグラフは令和２年の熱中症救急搬送人員を表した
ものです。熱中症は、最高気温が 27℃を超えたころから
発生する傾向が見受けられます。また、気温が急に高く
なった時や、気温の高い日が続いた時、湿度が高い日に
も注意が必要です。
　特に幼い子どもや高齢者の方は、体温調節機能の未発
達や温度に対する感覚が弱くなるため、周りの人が声か
けをすることが大切です。

エアコンや扇風機の活用

暑くなる日は要注意 水分はこまめに補水 周りの人にも気配りを

マスク着用時も注意を

６月 ７月 ８月 ９月

（件）
15

12

９

６

３

０

気温の上下が激しかったり、気温の高い日が
続いたりする日は、増加傾向です。

にご注意ください熱中症
市内の熱中症搬送件数はどれくらい？

熱中症の予防ポイント

熱中症かな？と思ったら

涼しい服装を心掛け、室内の温度・湿度を
調節しましょう。
適宜、換気をしましょう。

暑い日や暑い時間帯は無理をせ
ず、急に暑くなった日は特に注
意しましょう。

熱中症になりやすい高齢者や子
どもへの目配り、声かけをお願
いします。

マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動
を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マ
スクをはずして休憩することも大切です。

のどが渇いていなくても、こま
めに水分補給を心掛けるように
しましょう。

問 / 消防本部警防課（☎ 58‐5119 58‐6299）

２

４

15

11


