
市長からのメッセージ

　日頃より、能美市政にご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。

　石川県内でも新型コロナウイルスの感染が確認され、能美市といたしましても、能美市新型コロナウイル

ス感染症対策本部を設置し、市民の皆様の健康と安全を確保するため、感染拡大の防止に全庁挙げて取り組

んでいるところです。

　政府から発表されました基本方針にもありますとおり、今が、感染を抑止する極めて重要な時期となりま

す。感染拡大を防止するため、市および関係団体が主催する、不特定多数の方が集まる行事や、ご高齢の方

を対象としたイベント等については延期や中止、あるいは規模縮小といたしました。市内小中学校につきま

しても、お子様の感染を予防するため、春休みまでの臨時休校の判断をいたしたところです。

　また、市民の皆様一人ひとりの感染予防に向けた意識と取り組みが必要であります。こまめな手洗い、咳

エチケット等、通常の感染対策を徹底してください。マスクがなくても、手洗いを徹底することは効果的で

す。また、不要不急の外出を控え、屋内などのお互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごす

ことなどを避けてください。特に重症化しやすいご高齢の方や持病のある方はできるだけ人混みを避けてい

ただくようお願いします。

　新型コロナウイルス感染拡大を防止するためには、市民が一丸となって対策を進めていく必要があります。

大切な、ご家族やご友人を守るため、感染防止にご協力をお願いいたします。

　状況は日々刻々と変化しております。能美市といたしましては、引き続き、国や県など関係機関と連携し、

感染の拡大防止に向けて全力で取り組んでまいります。

令和２年３月

能美市長　井出　敏朗

発行元
能美市役所企画振興部市長戦略室
TEL   0761‐58‐2204
FAX   0761‐58‐2291

掲載内容は令和２年３月３日（火）時点のものです。

新型コロナウイルス感染症について

市民の皆さまへの大切なお知らせ

○ 小・中学校の臨時休校について
○ 競歩大会・関連イベントについて
○ 能美根上駅誕生５周年記念イベントについて
○ 施設の開館状況について
○ 中止・延期等の対応となる３月の行事・イベント一覧
○ 新型コロナウイルス感染症 日常生活で気を付けること

臨時号のお知らせ内容



　国の要請を受け、能美市立小中学校においても、下記
のとおり臨時休校します。今後、新しい情報が入り次第、
随時ご連絡をしますので、保護者の皆様には、通知やメ
ールなどを必ずご確認いただきますようお願いします。

３月２日（月）午後から当面の間（最大３月24日（火）まで）

施設の開館状況について、詳しくは各施設へお願いします。

問い合わせ : 地域振興課 TEL 58-2212 FAX 58-2291

※利用休止期間は変更となる場合があります。

　第 44 回全日本競歩能美大会は、一部の部門を中止し、
縮小開催となりますので、ご理解いただきますようお願
いします。また、関連イベントについては中止します。

第 44回全日本競歩能美大会
オリンピック代表選手選考競技会を実施
アジア選手権、中学生の部、高校生の部を中止
　なお沿道での応援に関しては、日本陸上競技連盟より
自粛を求められておりますので、皆様のご理解をお願い
します。
問い合わせ : スポーツ振興課 TEL 58-2273 FAX 55-8555

中止となる関連イベント
●第 44回全日本競歩能美大会応援ウオーキング
問い合わせ :ふるさと振興公社 TEL 52-8032 FAX 52-8012
●第 44回全日本競歩能美大会前夜祭講演会＆トークショー
問い合わせ : 能美市体育協会 TEL 55-8900 FAX 55-2899
●エンジョイ・パーク（飲食ブース）
問い合わせ : スポーツ振興課 TEL 58-2273 FAX 55-8555

　３月 14 日（土）の能美根上駅誕生５周年記念イベントは、縮小開催となります。キッズコーナーとおもてなし飲食コーナー
は中止となりますが、11 時からの記念セレモニー、４月 13 日（月）までのアーカイブス写真展と五彩イルミネーション（夜
間のみ）は予定通り実施します。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市の一部施設で休館等の利用制限を行います。ご不便をおかけいたしますが、
ご理解くださいますようお願いします。
※図書館、文化会館等、スポーツ施設については、中学生以下の利用を休止します。（最大３月 24 日（火）まで）

福祉施設・温浴施設
●辰口福祉会館、里山の湯、白寿会館、亀齢荘…通常通り開館します。ただし行事は右ページのとおり中止となります。また、
辰口福祉会館のやすらぎの間は休室します。

保育園・子育て関連施設
●保育園、病児保育…通常通り開館します。
●子育て支援センター…通常通り開館します。ただし行事は右ページのとおり中止となります。
●児童館…休館します。
図書館、文化会館等
●根上図書館、寺井図書館…通常通り開館します。辰口図書館…３月 13 日（金）まで蔵書点検のため休館しますが、14 日（土）
からは通常通り開館します。（ただし中学生以下は利用休止）
●根上総合文化会館、根上学習センター、寺井地区公民館…通常通り開館します。（ただし中学生以下は利用休止）
※３月 15 日（日）は全日本競歩能美大会のため、根上図書館、根上総合文化会館、根上学習センターは利用を休止します。

スポーツ施設
●体育施設…通常通り開館します。（ただし中学生以下は利用休止）
●物見山総合体育館トレーニング室…利用を休止します。（最大３月 24 日（火）まで）
●市立小中学校夜間照明施設…利用を休止します。（最大３月 24 日（火）まで）

休校中の児童・生徒の生活について
・自宅学習を基本とします。
・市立図書館や児童館、コミュニティセンター、   
  体育施設の利用はできません。
・中学校の部活動は、休校期間中は休止とします。

放課後児童クラブについて
　やむを得ず放課後児童クラブの利用が必要な場合
は各クラブへお問い合わせください。

期 間

小・中学校の臨時休校について 競歩大会・関連イベントについて

施設の開館状況について

能美根上駅誕生５周年記念イベントについて



開催日 行事・イベント名 対応 場所 主催・問い合わせ
７日（土） 自殺防止対策講演会 中止 辰口福祉会館 健康推進課 TEL 58-2235 FAX 58-6897
８日（日） お楽しみ劇場 中止 根上総合文化会館 子育て支援課 TEL 58-2232 FAX 58-2293
８日（日） マイナンバーカード出張申請受付 延期 辰口福祉会館 市民窓口課 TEL 58-2213 FAX 58-2293
９日（月）～11 日（水）
13 日（金） 貯筋教室 中止 白寿会館／亀齢荘

辰口福祉会館 健康推進課 TEL 58-2235 FAX 58-6897

９日（月）、23 日（月） 親子のつどい「にこにこ」 中止 子育て支援センター 子育て支援センター
TEL 58-8200 FAX 58-8500

10 日（火）～ 26 日（木） 親子サロン 中止 岩内ＣＣ／西二口町公民館
粟生コミュニティセンター 社会福祉協議会 TEL 58-6200 FAX 58-6250

11 日（水） 寺井末広健康クラブ 中止 寺井体育館 スポーツ振興課 TEL 58-2273 FAX 55-8555
11 日（水）、12 日（木） マタニティクラス②③ 中止 健康福祉センター「サンテ」 健康推進課 TEL 58-2235 FAX 58-6897
11 日（水） 寺井地区イースターパーティ 中止 寺井地区公民館 国際交流協会 TEL 57-3751 FAX 57-3761
12 日（木） 根上はなます健康教室 中止 根上体育館 スポーツ振興課 TEL 58-2273 FAX 55-8555

13 日（金）、24 日（火） 赤ちゃんひろば 中止 子育て支援センター 子育て支援センター
TEL 58-8200 FAX 58-8500

13 日（金） のびのびキッズ 中止
寺井中央児童館
辰口中央児童館
根上中央児童館

寺井中央児童館 TEL 58-5425 FAX 58-5387
辰口中央児童館 TEL 51-3222 FAX 51-2622
根上中央児童館 TEL 55-0055 FAX 55-0155

14 日（土）～31 日（火） 古本市 中止 辰口図書館 辰口図書館 TEL 52-8080 FAX 52-0877
15 日（日） 登り窯で作品を作ってみませんか？ 中止 九谷焼陶芸館 九谷焼陶芸館 TEL 58-6300 FAX 58-6300
15 日（日） 国際交流サロン 中止 寺井地区公民館 国際交流協会 TEL 57-3751 FAX 57-3761

15 日（日）、25 日（水） 心配ごと相談 中止 辰口福祉会館
根上窓口センター 社会福祉協議会 TEL 58-6200 FAX 58-6250

16 日（月） ２歳児の会 中止 子育て支援センター 子育て支援センター
TEL 58-8200 FAX 58-8500

16 日（月） ふれあいあいさつデー 中止 市内 生涯学習課 TEL 58-2272 FAX 55-8555
17 日（火） 辰口地区イースターパーティ 中止 辰口福祉会館 国際交流協会 TEL 57-3751 FAX 57-3761
19 日（木） すくすく相談 中止 健康福祉センター「サンテ」 健康推進課 TEL 58-2235 FAX 58-6897

19 日（木）、26 日（木） えいごであそぼう！ 中止 寺井図書館
根上図書館

寺井図書館 TEL 57-8400 FAX 57-8401
根上図書館 TEL 55-8570 FAX 55-8573

20 日（金・祝） Ｒａｉｌｗａｙフォーラム 中止 こまつ芸術劇場うらら 市長戦略室 TEL 58-2204 FAX 58-2291

20 日（金・祝） 防災啓発ドキュメンタリー
映画上映会 中止 防災センター 危機管理課 TEL 58-2201 FAX 58-2290

20 日（金・祝） キノコの植菌体験 中止 寺井地区公民館 博物館 TEL 52-8050 FAX 52-8052

21 日（土） 能美市スポーツ教室
金沢武士団 in 能美 中止 物見山総合体育館 スポーツ振興課 TEL 58-2273 FAX 55-8555

21 日（土）、22 日（日） タント演劇学校第 21 回公演 中止 根上総合文化会館 根上総合文化会館
TEL 55-8550 FAX 55-8555

22 日（日） お天気キャスターとつくる
マイ・タイムライン 中止 防災センター 危機管理課 TEL 58-2201 FAX 58-2290

25 日（水）、27 日（金）
28 日（土）、31 日（火）

春休み親子ものづくり企業
見学ツアー 中止 能美市・小松市内 観光交流課 TEL 58-2211 FAX  58-2297

28 日（土） 星空観察会 中止 根上学習センター 根上学習センター
TEL 55-8560 FAX 55-8573

28 日（土） まるにこ親子のひろば 午前のみ
実施 粟生コミュニティセンター 福祉課 TEL 58-2230 FAX  58-2294

～17 日の火曜日
～25 日の水曜日
～28 日の土曜日

日本語教室 中止
岩内ＣＣ／ JAIST
寺井地区公民館
根上学習センター

国際交流協会 TEL 57-3751 FAX 57-3761

～25 日の水曜日 世界のともだちサロン 中止 寺井地区公民館 国際交流協会 TEL 57-3751 FAX 57-3761

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、皆様の健康・安全を考慮しました結果、３月に予定していた行事・イベント等は、
下表のとおり中止等の対応をさせていただきます。参加を楽しみにしていた方や運営にご協力いただいた方には、ご迷惑をお
掛けしますことを、深くお詫び申し上げます。
　なお広報のみ３月号には、行事・イベント等の記事を掲載していますが、中止等決定前の情報ですので、ご注意ください。
※一覧表は３月３日時点の情報ですので、内容の変更や一覧表に掲載していない行事・イベント等が新たに中止・延期となる
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、各主催者へお問い合わせください。

中止・延期等の対応となる３月の行事・イベント一覧




