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・栄養の基礎を学び、家族の栄養について再確認したい。

・これからの食生活と運動習慣について、とても勉強になった。
・自分でだしをとるようになった。楽しく学べた。
・塩分と糖分のとりすぎに気を付けたい。

参加のきっかけは？

参加後の感想
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 申し込み・問い合わせ / 健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

栄養教室（木曜日コース）　受講者募集

　「健康は毎日の食事から」。健やかに生きるために、
食について学んでみませんか。市民の方ならどなたで
も受講できます（以前に受講し、修了していない方も
受講できます）。
　修了後は、食生活改善推進員として、食に関する
ボランティア活動に参加できます。

▶  受講内容

講義：実践を交えながらの学習

　生活習慣病予防のための食事とは
　食品衛生と食環境保全
　健康づくりのための運動　など
実技：調理実習

　バランス食
　天然だしを使って
　手作りソースを使って　など
▶ 日程　８月 26 日、９月９日、９月 30 日、10 月７日、
10 月 14 日、11 月４日、11 月 18 日（計７回）
▶ 時間　９時 30 分～ 12 時ごろ
▶ 場所　健康福祉センター「サンテ」　
▶ 費用　1,300 円（教材代）
▶ 定員　10 人
▶ 申込締切　８月 13 日

※新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上で開催しま
す。また、感染状況等により、内容を変更することがあります。

前回参加者の声（一部）

　バスロケーションシステム「のみバス GO!」は「のみバス」が今どこを走っているか、あとどれ
くらいで到着するかスマートフォンやパソコンから確認できるインターネット上のサービスです。
とても便利な「のみバス GO!」の使い方をご紹介します。

問 / 地域振興課（☎ 58‐2212 58‐2291）

「能美市　バスロケ」で検索し、市ホームページの専
用ページから「のみバス GO!」へアクセスします。

利用する路線と停留所を選択します。

路線や停留所の名前は
「能美市公共交通ガイド」

や時刻表、各バス停で確
認できるよ。

バス停にも
QR コードが
張ってあるから
便利なのだ♪

バスのアイコンがリアルタイムで動いてい
るぽぽ～！赤色のバスは何だぽぽ？

同じルートを走る反対方向行きのバスだよ。
乗り間違えないようにね！

工事による迂回情報などは、画面右上の
「お知らせ」から確認できるよ。

夏休みは「のみバス」で
市内をおでかけしよ～うっ！

①

②路線と停留所を選択

③バスの到着目安時間、現在位置情報を確認

もう使ってみましたか？
バスロケーションシステム「のみバス GO!」

あと２分ほどでバスが到着することがわ
かるのだ。このほかにも車内の混雑状況
や、バスが遅れているときは何分遅れか
も表示されるのだ。

こちらにアクセス

（市ホームページ内）

問 / 子育て支援課（☎ 58‐2232 58‐2293）

　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　次の①、②の両方に当てはまる方が対象
となります。
①令和３年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障が
い児の場合、20 歳未満）を養育する父母等
※令和３年４月１日から令和４年２月 28 日までに生
まれた児童も対象になります
②令和３年度住民税（均等割）が非課税の方、または
令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税
相当の収入となった方（家計急変者）
※ひとり親世帯の方も対象になりますが、子育て世帯
生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給を受け
た方は対象外となります。
▶ 給付額　児童１人当たり一律５万円

▶ 支給・申請　令和３年４月分の児童手当または特
別児童扶養手当の受給者で住民税（均等割）非課税の
方（公務員を除く）は、申請不要です。
上記以外の方（例　高校生のみ養育している方、家計
急変者、公務員等）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
類を子育て支援課まで直接、または郵送でご提出くだ
さい。（郵送の場合、封筒・切手は各自でご用意ください）

▶ 申請期限　令和４年２月 28 日 （必着）
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～ 17 時 15 分
厚生労働省コールセンター（☎ 0120‐811‐166）
平日９時～ 18 時

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
（ひとり親世帯以外）のご案内

アルビス辰口店前

のみ応援特典券は、広報のみ７月号の巻末に２枚綴じこまれています。ぜひご利用ください。
詳しくは広報のみ７月号をご覧ください。　　　　　　問 / 商工課（☎ 58‐2254 58‐2266）のみ応援特典券の利用は９月 30 日 までですお知らせ
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　市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
事業者を応援するとともに、市の魅力発信につなげる
ことを目的として、市の特産品などの優れた地域資源
を「のみブランド」に認証し、インターネットサイト
やイベントを通して市内をはじめ全国へ発信していま
す。
▶ 募集対象　市内の店舗・事業所が自ら企画または
生産し、恒常的に販売している商品。
例：菓子、加工食品、酒類、農林産品、九谷焼等の工
芸品、日用品など。
▶ 応募可能数　１事業者につき２点まで
▶ 認証期間　令和４年４月１日～令和６年３月 31 日
までの２年間
▶ 負担金　5,000 円
▶ 応募方法　応募用紙およびアンケート用紙を記入
し、商品写真を添えてご提出ください。用紙は、市ホ
ームページまたは観光交流課で配布しています。
▶ 応募期限　８月 26 日 必着
▶ 応募先　観光交流課
詳しくは、市ホームページをご確認
ください。（右記ＱＲコード）

問 / 債権管理課（☎ 58‐2207 58‐2292）

　市では納期限を過ぎても納付の確認が取れない方に
対して、委託会社が運営管理する「能美市納付コール
センター」を通し、電話で納付の呼び掛けを行ってい
ます。早期の呼び掛けにより、滞納の長期化・高額化
を防止することを目的としています。
　電話案内では、必ず「能美市納付コールセンターの
○○と申します」と名乗り、未納の科目、期別などを
伝えます。金融機関名や口座番号を聞く、振込みを指
示するといった案内はしません。ご不明な点がござい
ましたら、債権管理課までお問い合わせください。

年４回
（８月、10 月、12 月、翌年の２月）

平日（月曜日～金曜日）18 時～ 20 時
土曜日、日曜日、祝日　９時～ 17 時

市・県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税（種別割）、国民健康保険税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料

委託
納付呼び掛け

能美市納付コールセンタ
ーによる電話催告

第２回のみブランド
認証品を募集します

ウェブページ「能美の取り柄」
掲載事業者募集！

全国に誇れる
製品・サービス・技術力を
お持ちの事業者を募集中です
　能美市は、思わず誰かに教えたくなるユニークな製
品の製造、自慢できるサービスの提供、国内・世界ト
ップレベルの技術力を持つ事業者をウェブページでわ
かりやすく紹介します。全国に誇ることのできる製品
やサービスがあるという事業者はぜひお申し込みくだ
さい。
▶ 申込締切　８月 20 日
申し込み方法など、詳しくは市ホ
ームページをご覧ください。

問 / 商工課（☎ 58‐2254 58‐2266）

夏休み特別企画
マイナンバーカード普及キャンペーンを実施します！

問 / 市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

　下記期間中に、はじめてマイナンバーカードを申請
された方に、オリジナルクリアファイルと蛍光ペンを
プレゼントします。
▶ 対象

マイナンバーカードヘルプデス
ク（市役所本庁舎市民サービス
課内）で、はじめてマイナンバ
ーカードを申請される方
▶ 期間　８月２日 ～８月 27 日

　あわせて、令和３年４月１日以降に、はじめてマイ
ナンバーカードを申請された方に「のみ共通商品券」
1,000 円分を贈呈しています。この機会にマイナンバ
ーカードをつくりましょう。
　申請に必要なものなどは、市ホームページをご確認
ください。
※マイナンバーカードの申請者数の増加により、申請
からカードの交付まで、２か月程度お時間をいただい
ております。ご了承ください。

問 / 観光交流課（☎ 58‐2211 58‐2297）

児童扶養手当 特別児童扶養手当

手続き期間 ８月２日 ～
８月 31 日

８月 12 日 ～
９月 10 日

手続き場所 子育て支援課
福祉課
寺井サービスセンター
根上サービスセンター

問い合わせ
子育て支援課

（☎ 58‐2232
58‐2293）

福祉課
（☎ 58‐2230

58‐2294）

　児童扶養手当と特別児童扶養手当の現況届を提出し
てください。対象の方には通知書を発送していますの
で、手続きに必要なものなど詳しくは通知書をご確認
ください。期間中に提出しないと手当が受けられなく
なり、２年間手続きをしないと受給資格がなくなりま
すので、ご注意ください。

問 / 子育て支援課（☎ 58‐2232 58‐2293）

児童扶養手当・特別児童
扶養手当の現況届提出

問 / 商工課（☎ 58‐2254 58‐2266）

新型コロナウイルス感染の影響で、アルバイト収入
の減少や帰省の自粛に見舞われた能美市出身の県外大
学生等に対し、生活応援として地域産品の詰め合わせ

「のみ・ふるさと便」を応援物資としてお届けします。
▶ 発送物資

・応援物資（のみブランド認定商品等 5,000 円相当分）
・就職情報等
※応援物資は 10 月下旬以降順次発送の予定です。

▶ 募集期間

８月２日 ～８月 31 日 17 時まで
▶ 申し込み方法

・「ぴったりサービス」専用フォーム
・申込用紙に必要事項を記入の上、ＦＡＸ、郵送、

持参のいずれか
▶ 対象者　以下のすべてを満たしている方

（１）能美市出身で、親元を離れて県外の大学・短期
大学・大学院・高等専門学校（４･ ５年）・ 専門学校
に通う学生

（２）保護者の住まいが能美市にあること
（３） 「能美市ゲンバ・ヒーローズ」Instagram アカウ

ントをフォロー済みの方

令和３年度　能美市立病院職員募集について（令和４年４月１日付採用）

【問い合わ せ】

能美市立病 院管理部総務課

詳し くは能 美市立 病院
ホー ムペー ジをご 確認
ください。募集職種 採用予定人員 受験資格・その他 試験日・内容

看護師 １人程度 　昭和 61 年４月２日以降に生まれ、左記
募集職種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の人。ただし看
護師については夜勤可能な人。

８月 17 日
試験内容

・作文試験
・口述試験

臨床工学技士 １人
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 問 / まち整備課（☎ 58‐2251 58‐2298）  問 / 地域振興課（☎ 58‐2212 58‐2291）

　平成 27 年に空家等対策の推進に関する特別措置法
が施行され、所有者は、空き家を適正に管理すること
が義務付けられています。しかし、空き家を相続した
けど利用できずに放置している、売りたい・貸したい
けどどうしたらいいのかわからない、とお悩みの方は
多いのではないでしょうか。
　今回の相談会は不動産の専門家に相談できるチャン
スです。空き家に関することでお困りの方は、ぜひこ
の機会に相談会へお越しください。
▶ 対象　能美市内の空き家の所有者、管理者
▶ 日時　８月 20 日 13 時～ 16 時 30 分
※ 30 分単位で実施します。ご希望の時間帯をお伝え
いただき事前予約をお願いします。
▶ 場所　ふれあいプラザ２階　第２研修室
※参加費は無料です

　経済的な理由等で生理用品が購入できずお困りの方
へ、生理用品を無償でお渡ししています。
▶ 対象者　経済的な理由等で生理用品の購入が困難
な方（原則、市内在住の方）
▶ 配布内容　１人につき生理用ナプキン１セット（昼
用・夜用各１パック）※なくなり次第終了
▶ 受取方法　市役所２階いきいき共生課で専用カー
ドをご提示ください。お名前やご住所はお聞きしませ
んのでご安心ください。
▶ 専用カード設置場所

市役所本庁舎（いきいき共生課、１階・２階女子トイ
レ）、寺井サービスセンター（１階女子トイレ）、根上
サービスセンター（１階女子トイレ）、能美市社会福
祉協議会
▶ 配布窓口　いきいき共生課（市役所本庁舎２階）

問 / 市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

　８月 27 日 ～９月２日 は、『子どもの人権
110 番』の強化週間です。期間中は、電話相談の受付
時間を拡張するほか、土・日曜日も相談を受け付けま
す。

通常の受付時間は、平日８時 30 分～ 17 時 15 分です。
▶ 強化週間中の受付時間

メール相談は 24 時間受け付けています
法務省　子どもの人権 SOS- e メール
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC̲
CH/0101.html

▶ 児童・生徒の皆さんへ

　学校で友達から「いじめ」を受けて学校に行きたく
ない、でも先生や親には言えない…、誰に相談したら
いいかわからない…。もしもそんな苦しみを抱えてい
たら、一人で悩まずに、私たちへお電話ください。
　どうしたら解決できるか私たちと一緒に考えません
か。相談は無料、相談内容の秘密は守ります。
▶ 保護者の方へ

　「いじめ」や体罰、不登校や親による虐待といった、
子どもをめぐる人権問題は周囲の目につきにくいとこ
ろで生じていることが多く、また、被害者である子ど
も自身も、その被害を外部に訴えるだけの力が未完成
であったり、身近に適切に相談できる大人がいなかっ
たりする場合が少なくありません。
　「子どもの人権 110 番」は、このような子どもの発
する信号をいち早くキャッチし、その解決に導くため
の相談を受ける相談窓口です。
　相談は、金沢地方法務局において、人権擁護委員お
よび人権擁護事務担当職員がお受けします。
　相談は無料、秘密厳守で対応します。

８月 27 日 ８時 30 分～ 19 時

８月 28 日
10 時～ 17 時

８月 29 日

８ 月 30 日
～９月２日

８時 30 分～ 19 時

生理用品購入にお困りの方
無償配布しています

問 / 商工課（☎ 58‐2254 58‐2266）

　能美市は市内事業者の事業継続や新分野進出等を次のとおり支援します。なお、国・県が行う支援制度
は市ホームページ「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により内定取消や解雇となった市民を正規雇用した

離職者等正規雇用支援事業　最大 10 万円／月を補助します

令和３年４月１日以降に、対象となる市民を新たに正規雇用した市内事業者に対し、支払賃金の１/ ２（最大 10 万円／月）を
３か月分交付します。３か月を超える雇用実績が条件となります。

申請期間：令和３年７月１日 ～令和４年３月 31 日

就職説明会出展奨励事業　最大 20 万円／年を補助します

市内に本社または事業所を有する法人または個人が、対面型で開催される就職説明会に出展する際の経費（出展料、小間装飾
料、輸送費（梱包料含む）、印刷製本費）の１/ ２（最大 20 万円／年）を支援します。

申請期間：令和３年７月１日 ～令和４年３月 31 日

「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（第３次、第４次）」を受給した

能美市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金　県協力金支給額の１/10 を支給します。

「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（第３次、第４次）」を受給した市内飲食店に対して、支給額の 1/10 を支給します。
第３次：１店舗あたり　35,000 円～ 105,000 円（14 日間分）　第４次：１店舗あたり　82,500 円～ 247,500 円（33 日間分）

申請期間：令和３年７月１日 ～９月 30 日

経済産業大臣から「事業継続力強化計画」の認定を受けた

事業継続力強化認定企業支援事業　最大 50 万円を補助します。

「事業継続力強化計画」の認定を受けた市内中小企業および小規模事業者を対象に、計画で定めた事前対策の実施に必要な設
備投資額（導入に当たって必要な研修費用を含む）の２/ ３（最大 50 万円）を支援します。

申請期間：令和３年７月１日 ～令和４年３月 31 日

事業再構築促進支援事業　最大 10 万円を補助します。

国の「中小企業等事業再構築促進事業」または県の 「新分野進出・事業転換支援事業費補助金」の交付を受けた市内に本社ま
たは事業所を有する事業者に対し、対象経費のうち事業者負担分の全額（最大 10 万円）を支援します。

申請期間：令和３年７月１日 ～令和４年３月 31 日



くらしに関する情報をお知らせします
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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

８月１ 日 ９時～ 16 時

市役所本庁舎 市民サービス課

29、 、８

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２期）、国民健康保険税

（第５期）、後期高齢者医療保険料（第５期）、

介護保険料（第５期）、上下水道料（６月使

用分）

※ 上下 水 道 料は、 残高 不 足 など で 振替 で き
な か っ た 場 合、 ９ 月 15 日 に 再 振 替 を
行います。

今月の口座振替

８ 31月 日振替日

今月の口座振替

提出先　能美市総務部総務課　〒 923‐1297 能美市来丸町 1110 番地

  申・問 / 総務課（☎ 58‐2200 58‐2290）

募集職種 採用予定人員 受験資格・その他

行　政　職
（上　級） ６人 平成３年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれ、大学院・大学を卒業または

令和４年３月末までに卒業見込みの人

行　政　職
（上　級）

（デジタル枠）
１人

昭和 57 年４月２日から平成７年４月１日までに生まれ、民間企業等の情報関係業務
において職務経験が５ 年以上（令和４年３月 31 日現在）あり、独立行政法人情報処
理推進機構 IPA が現行実施しているレベル２以上の情報処理技術者試験もしくはそれ
に相当する試験のいずれかに合格している人

土木技術職
（上　級） １人

平成３年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれ、土木系の学科を履修し、大
学院・大学を卒業または令和４年３月末までに卒業見込みの人

建築技術職
（上　級） ２人 平成３年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれ、建築系の学科を履修し、大

学院・大学を卒業または令和４年３月末までに卒業見込みの人

保　育　士
（中　級） ６人

平成３年４月２日から平成 14 年４月１日までに生まれ、保育士と幼稚園教諭の両方
の資格を有する人または令和４年３月末までに資格取得見込みの人　

美化センター技能士
（技能労務職） １人 平成３年４月２日から平成 16 年４月１日までに生まれ、高等学校卒業以上の学力を

有する人

消　防　士
（初　級） ２人

平成８年４月２日から平成 16 年４月１日までに生まれ、高等学校卒業以上の学力を
有する人（身体要件あり）。大学院・大学卒業または卒業見込みの方は受験できません。

手話通訳者
（初　級） １人 平成３年４月２日から平成 16 年４月１日までに生まれ、高等学校卒業以上の学力を

有する人で、石川県手話通訳者および全国手話検定２級以上の資格を有する人

試験日 受験手続 試験内容 合否の通知

一次試験
９月 19 日

総務課で交付する申込用紙を８月２日 から８月 25 日 ま
でに、総務課へ提出してください。（郵送の場合は、簡易書留に
より８月 25 日までの消印のあるものが有効）
※申込用紙は、市ホームページからダウンロードできます。

教養試験
小論文試験　
適性検査
体力試験（消防士のみ）

合否 にか かわ ら
ず、 受 験 者 全 員
に郵 送で お知 ら
せします。

令和３年度職員採用試験（令和４年４月採用）を次のとおり行います。

※ 能美市もしくはその周辺に居住、または居住見込みで、通勤可能な人　
※その他、詳細な資格・要件等については総務課で配布する試験案内または市ホームページでご確認ください。

※ 一次試験の場所・時間帯は、試験申込者にお知らせします。
※ 二次試験は、11 月下旬を予定していますが、一次試験合格通知にあわせてお知らせします。

能美市職員募集

問 / いきいき共生課（☎ 58‐2233 58‐2292）

　新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮し、
支給要件に該当する方に対し、支援金を給付します。
▶ 対象世帯　以下の全てを満たしている世帯
■緊急小口資金等の特例貸付を利用できない
例：総合支援資金の再貸付を借り終わった／８月までに借り終
わる／不承認となった／相談をしたものの、申し込みに至らな
かった

■収入が、以下の額を超えていない
収 入 基 準 額（ 月 額 ） ／ 単 身 世 帯 …109,000 円 ／ ２ 人 世 帯
152,000 円／３人世帯 180,100 円

※収入のほか、資産（預貯金等）の要件があります。
■今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動
を行う意思がある
　・ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱
　　心に求職活動を行う
　・就労による自立が困難であり、この給付終了後の
　　生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保
　　護の申請を行う

▶ 支給額（月額）

単身世帯 ６万円

２人世帯 ８万円
３人以上世帯 10 万円

※住居確保給付金との併給が可能です。

▶ 支給・申請　対象となると思われる方はくらしサ
ポートセンターのみにご相談ください。（要予約）
申請できるのは生計中心者になります。
申請期限は８月 31 日 （必着）です。
申請内容を確認し支援金の支給要件に該当する方に対
して、指定されました振込先口座に後日振り込みます。
▶ 相談・申請　
能美市社会福祉協議会　くらしサポートセンターのみ

（☎ 58‐6603 58‐6733）

▶ 変更点１．精神障害者保健福祉手帳２級所持者も

対象となります（拡充）

　令和３年 10 月診療分から、精神障害者保健福祉手
帳２級所持者で、所得基準の範囲内の人が、心身障害
者医療費助成制度の対象となります。対象となる方に
ついては、９月上旬にお知らせと申請書類が届きます
ので、福祉課または寺井・根上サービスセンターで申
請してください。
▶ 変更点２．身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ２の

方に所得制限を設けます（令和４年８月から）

　医療費助成制度の持続性や、他保険制度等の所得に
応じた負担の公平性を図るため、令和４年８月診療分
から、身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ２の方につい
ては、所得基準の範囲内の人が、制度の対象となりま
す。
所得基準の例　単身扶養家族なし本人　1,695 千円
配偶者または扶養義務者で扶養者１名　6,636 千円

問 / 福祉課（☎ 58‐2230 58‐2294）

心身障害者医療費助成制
度が変わります

国民健康保険・後期高齢者医療保険

傷病手当金延長について

  問 / 保険年金課（☎ 58‐2236 58‐2293）

　国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の被
用者（給与の支払いを受けている方）が、新型コロナ
ウイルス感染症に感染、または感染が疑われ就労する
ことができず給与を受けられない場合、傷病手当金を
支給しています。
　適用期間が令和３年９月 30 日まで延長となりまし
た。
▶ 支給対象期間

　就労することができなくなった日から起算して３日
を経過した日から就労することができない期間
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。



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。

21 20

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。

※８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

県内最大級の公募美術展の巡回展である
「現代美術展能美展」を開催いたします。

能美展は今回が２回目となり、県を代表
する作家や能美市・川北町の地元作家の
作品など、６部門 103 作品を展示します。
期 ８月 11 日㈬～８月 22 日㈰
    ９時～ 17 時（初日のみ 10 時～、入
　場は 16 時 30 分まで）期間中無休
所 能美市九谷焼美術館
五彩館（日本画・工芸・写真）
浅蔵五十吉記念館（洋画・彫刻・書）

入館料 一 般 430 円　75 歳 以 上 320 円　
高校生以下は無料※２会場共通入場券
ギャラリートーク 作品について出品作家が
わかりやすく解説します。
８月 13 日㈮　五彩館
８月 20 日㈮　浅蔵五十吉記念館
※各日とも 13 時 30 分～、申込不要
問  能美市九谷焼美術館｜五彩館｜

（☎ 58‐6100  58‐6086）

第 77 回現代美術展能美展
催

８月の替わり湯は『瑞恵泉』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 ８月 10 日㈫終日 所 里山の湯（露天
風呂で実施） 内 甘草、陳皮、桂皮、蕃椒、
生姜、当帰など８種類の生薬をブレン
ドした薬湯で保温・保湿・美肌効果が
期待できます。 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）

長滝町にある景勝地「七ツ滝」には多
くの方が訪れています。お盆に向けて
みんなで滝をきれいにしながら、滝の
生き物調べも行いましょう。
期 ８月 11 日㈬９～ 11 時
集合  七ツ滝駐車場 持 軍手、タオル、
飲み物、帽子 
申 問 能美の里山ファン倶楽部

（☎ 51‐2308
info@nominosatoyama.com）

催

催

霊峰白山の四季折々の眺望と白山の風
景の自然描写などで応募された多数の
作品の中から入賞作品（写真・絵画）
を展示します。
期 ８月３日㈫ 13 時～８月 15 日㈰ 18 時
所 寺井図書館 市民ギャラリー
問  まち整備課

（☎ 58‐2251  58‐2298）

のみ検定合格に向けた学習ツアーを実
施します。市内各所を実際に巡って学
習します。年３回の実施を予定してお
り、今回は寺井地区を巡ります。
期 ９月５日㈰９時～正午
対 のみ検定の受験を検討されている方
集合場所  能美ふるさとミュージアム
応募方法  必要事項を明記し、メールま
たは FAX、お電話にてご応募ください。
▶必要事項①名前②住所③電話番号④
年齢⑤メールアドレス
定 20 名※先着順 費 無料
締 ８月 25 日㈬
問  ふるさと振興公社

（ ☎ 52‐8008  52‐8012 furusato-
kousha@city.nomi.ishikawa.jp）

第 77 回現代美術展能美展を鑑賞し、
その後「体験館」にて九谷焼の絵具を
使い、お皿に新しい感性で自由に描い
ていただけます。
期 ８月 21 日㈯、８月 22 日㈰
① 10 時～ 12 時、② 14 時～ 16 時
対  親子（大人１人・子ども１人）
定  各回親子５組（要予約）
費  1,200 円（中皿１枚・追加可能）
問  能美市九谷焼美術館｜体験館｜

（☎ 58‐6300）

「第６回白山眺望大賞」
受賞作品パネル展

のみ検定学習ツアーを
開催します

親子で楽しむ現代アート
～新しい九谷焼絵付体験～

催催

催

次のとおり訓練生を募集します。必要
書類はハローワーク小松にあります。
詳しくはお問い合わせください。
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  溶接科、情報ビジネス科、生
産設備製造科
訓練期間  10 月１日㈮～令和４年３月 15
日㈫
願書受付期間 ７月 26 日㈪～９月１日㈬
選考日 ９月 13 日㈪
選考方法  適性検査、書類選考、面接
申込方法  必要書類を記入し、ハローワー
ク小松に提出してください。
申 問  石川県立小松産業技術専門校

（☎ 0761‐44‐1183 0761‐44‐4267）

募

石川県では、各家庭における生活必需品の備蓄など防災対策を推進するため、８月 28
日㈯から９月５日㈰までの間、県内の協賛店舗で、「備えて安心！いしかわ防災キャ
ンペーン」を実施します。
協賛店舗では、期間中、備蓄品や防災グッズ等の特設販売コーナーが設置されます。
このキャンペーンを機会にご自身やご家族に必要な「災害への備え」を実践してみま
せんか。

問 石川県危機管理監室危機対策課
（☎ 076‐225‐1482 076‐225‐1484）

石川県で見つけた美しい風景、美味しい食、お祭りや伝統工芸品といった文化、四季
折々の暮らしの営みや、何気ない日常の一コマなど、石川の住みやすさが伝わる写真
とコメントを募集しています。
キャンペーン期間

春夏編：６月１日㈫～９月 30 日㈭
秋冬編：10 月 1 日㈮～令和４年１月 31 日㈪
応募方法  Instagram、Twitter またはメールでの応募となります。
詳しくは、下記 URL または右記 QR コードからご確認ください。
問 石川県地域振興課

（☎ 076‐225‐1312 076‐225‐1328）https://turns.jp/47757　　

備えて安心！いしかわ防災キャンペーン
８月 28 日 ～９月５日

石川の写真を SNS に投稿しよう！
「＃私のいしかわ暮らし投稿キャンペーン 2021」

詳しくは いしかわ防災キャンペーン 検索

知

知

☎ ‐

特殊詐欺の電話に注意！
対策をしておきましょう

ひぽ・ゆずの　　  でえこっさ 食品ロスを減らすためにできること

問い合わせ　生活環境課

食品ロスとは、「本来は食べられるのに捨てられてしまう食べ物」のこと。食品ロスの約半分は家庭から出ています。
「買い過ぎず」「使いきる」「食べきる」ことを意識して食品ロスを減らしましょう。

買い物時に　・買い物に行く前に、冷蔵庫や食品庫にある食材をチェックしましょう
　　　　　　・ばら売りや小分け商品を利用して必要な分を購入しましょう

家庭で　　　・定期的に、冷蔵庫一掃デーで残っている食材を使いきりましょう
　　　　　　・食べきれる量を意識して調理し、食べ残しのないようにしましょう

Google Play AppStore

ごみ分別アプリもご利用ください

▲ ダウンロードはこちら ▲


