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広 報

・新型コロナワクチンの接種について
・認知症～知る・予防する・相談する～
・バスロケーションシステム「のみバス GO ！」の使い方

平田しおりさんを
応援しよう！

【東京 2020 オリンピック出場】
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掲載内容は７月 15 日 17 時現在のものです。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

対象者別接種スケジュールについて

使用するワクチンについて

いしかわ県民ワクチン接種センター

～接種場所・予約方法のご案内～

19歳～30歳の方へ

いしかわ県民ワクチン接種センターについて

職域接種について

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ＱＲコード 問い合わせ

☎０５７０-０５０６７０
【平日９時～ 17 時】（通話料がかかります）

ワクチンパスポートについて

対象者 人数
クーポン券（接種券）

発送日
予約開始日 接種開始日

高齢者施設入所者・従事者

65 歳以上の高齢者

―

13,000 人
５月６日

―

５月 10 日

４月 26 日

５月 24 日

60 歳～ 64 歳の方

59 歳以下の基礎疾患のある方

高齢者・障がい者サービス
事業所等の従事者

2,600 人

―

―

６月23 日 ６月28 日 ７月５日

55 歳～ 59 歳の方 3,000 人 ７月６日 ７月５日 ※ ７月10 日

50 歳～ 54 歳の方 3,700 人 ７月６日 ７月７日 ７月 12 日

31 歳～ 49 歳の方 12,000 人 ７月６日 ８月２日 ８月16 日

16 歳～ 30 歳の方 8,000 人 ７月６日

市の予約・接種開始日についてはハガキ
等でお知らせします。
19 歳～22 歳の方については、いしかわ県
民ワクチン接種センターの予約に必要な
情報を通知しています。

12 歳～ 15 歳の方 2,100 人 未定
予約・接種開始日についてはハガキ等で
お知らせします。

ファイザー社製
12 歳～接種可能

３週間（21 日）の間隔で２回接種
市の接種で使用

武田 / モデルナ社製
18 歳～接種可能

４週間（28 日）の間隔で２回接種
石川県の大規模接種・職域接種で使用

外国への入国時に、各国に接種証明書の提示を求められた際に使用するものです。海外渡航のために必要な方

のみ申請を受け付けます。接種証明書の即日交付はできかねますので、ご理解をお願いします。

申請時に必要な物 

・申請書（各窓口に設置、または市ホームページでダウンロード可）

・旅券の写し（本人確認および記載事項の確認のため）

・新型コロナワクチン接種券の写し

　※紛失した場合、マイナンバーが確認できる書類または住所の記載された本人確認書類の写し

・新型コロナワクチン接種済証か接種記録書、またはその双方の写し

窓口申請 

能美市健康福祉センター「サンテ」、市民サービス課、寺井・根上サービスセンターの窓口で申請できます。

対象 令和３年度中に 19 歳～ 30 歳に達する方（最新の情報は、県ホームページまたは特設サイトをご確認ください）

場所 石川県産業展示館４号館（金沢市袋畠町南 193）
予約 特設サイトからの WEB 予約のみ
特設サイト URL：https://ishikawa-vaccine.jp　
県ホームページや県公式 LINE からもアクセス可
使用するワクチン 

武田 / モデルナ社製

「いしかわ県民ワクチン接種センター」に関するお問い合わせ

いしかわ県民ワクチン接種コールセンター（☎ 0120‐977‐592）
年中無休　９時～ 17 時　※お問い合わせのみで予約はできません。

石川県でも大規模接種が始まっています。能美市で接種するより早く接種できる場合があります。

場所 

一部企業や大学等
（対象となる方には企業や学校等から連絡がありますので、ご確認ください）
使用するワクチン 

武田 / モデルナ社製

予約は、「WEB」または「コールセンターへの電話」でできます。
ご案内に沿って、1 回目の接種日時と接種場所を予約してください。

※クーポン券（接種券）の発送前に、予約に必要な情報を通知

予約期間：８月２日 午前９時～
接種期間：８月 16 日 ～

ＷＥＢ予約 電話予約

ＱＲコードから市の予約専用ページに

アクセスできます。（24 時間予約可能）

予約専用ページ

31歳～の方の予約が始まります

おすすめ！

能美市新型コロナワクチン接種コールセンター

☎０５７０-０５０６７０
【平日９時～ 17 時】（通話料がかかります）



市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍

5 4

平田しおりさん【東京 2020 オリンピック出場】
懸垂幕掲揚、ポスター、ペナントで応援！

浅田雅子さん飛び込み競技審判員に任命

　東京 2020 オリンピック射撃競技において、平田しおりさん（大成町出身）
が３種目の日本代表として出場しています。初日は７月 24 日の女子 10mエア
ライフル個人、７月 27 日には混合10mエアライフル団体。２つの種目は、本
紙が配布されているころには、結果が出ていることでしょう。また、７月 31
日には女子 50mライフル 3姿勢個人が控えています。平田しおりさんを市民
一丸となって応援し、活躍に期待しましょう！
※この記事は７月19 日に作成していますので、東京2020 オリンピックの日
程については変更している可能性があります。

市役所も平田さんの応援一色に

　７月９日、市役所本庁舎で、平田さんを応援するために作成した
懸垂幕の掲揚およびポスターとペナントのお披露目を行いました。
お披露目には井出市長、仙台謙三教育福祉常任委員長、川越清一大
成町内会長、前多純也市体育協会長が出席し、平田さんの活躍を祈
りました。
　懸垂幕は、市内 3か所に、ペナントは、平田さんの出身地であ
る大成町に位置する能美根上駅および駅前通りなどに、ポスターは
市内の商店や公共施設等に掲示しています。市庁舎内市民ホールで
は、平田さんの競技衣装やオリンピック関連の展示を行っています。
　また、市職員は応援バッジを着用、教育委員会関係課の職員は応
援 Tシャツを着て執務し、ふるさと能美からエールを送っています。

　1988 年のソウルオリンピックに飛び込みの選手として出場した、
浅田雅子さん（寺井町）が、国際水泳連盟から、東京 2020 オリンピ
ックの飛び込み競技の審判員として選ばれました。国際水泳連盟には
209 か国が所属しており、約 400 人の国際審判員がいます。今回の
東京 2020 オリンピックではその中から 25 名が選出され、浅田さん
が日本人唯一のメンバーとして選ばれました。
　７月 14 日、浅田さんが市役所を訪れ、井出市長に報告しました。
浅田さんは「またオリンピックに携わることができて嬉しい。精一杯
取り組みたいです」と意気込みを語りました。

Hot
news

市民ホール展示会場で活躍を祈る井出市長 応援バッジと応援Ｔシャツを着用し執務する職員

懸垂幕を掲揚しました

左からあいおいニッセイ同和損害保険㈱
石原北陸本部長、井出市長、冨加見金沢支店長

左から浅田さん、井出市長

同社から貸与を受けた、自動
車に取り付けることで診断を
行うタグ。

左から井出市長、辰口中学校谷鋪校長、
株式会社エイム山﨑社長
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左から中田代表取締役、井出市長

29

平田しおりさん
出場スケジュール

競技日 種目

７月 24 日
女子 10m
エアライフル個人

７月 27 日
混合 10m
エアライフル団体

７月 31 日
女子 50m
ライフル３姿勢
個人
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左から中川さん、仁地さん、新川さん、
元山支部長、井出市長

左から岩田さん、井出市長

左からのみ商業協同組合の 谷専務、井出市
長、石川理事長、立花副理事長

県警の田畑交通部長（左から２番目）から感謝状、県
交通安全協会の林専務理事（左から１番目）から記念
品が手渡されました。
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市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍
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授業を受ける辰口中学校１年生

能美市・金沢市から、２千人が無料で招待され、
会場は親子連れなどでにぎわいました。

左から能登社長、井出市長

19

7

9

左から村山さん、井出市長
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認知症

知

特集

知る ・ 予防する ・ 相談する

　2020 年、日本における 65 歳以上の認知症の人の数は約 600 万人と推計され、2025 年には約 700 万人、実に高齢
者の５人に１人が認知症になると予想されています（参考：厚生労働省ホームページ）。しかし、家族や自分自身が認
知症になっても、自分らしく地域で暮らしている方はたくさんいます。一人ひとりが認知症への理解を深めることが、
安心して暮らせる地域をつくります。この特集では、認知症について「知る」「予防する」「相談する」の３つのセク
ションでご紹介します。

　　認知症とは、脳の病気や障がいなど様々な原因により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態
をいいます。年を取るほど認知症になりやすくなりますが、加齢による物忘れとは違います。

　記憶とは、①情報を覚える　②情報を記憶として蓄える　③情報を思い出すの三段階からなっています。加齢によ
る物忘れでは③の思い出すことに時間がかかるようです。「約束した時間を思い出せない」「食べたメニューが思い出
せない」ということはあっても、「約束したこと」や「食べたこと」は覚えているのです。

　認知症の場合は①の覚えることが難しくなり、「約束したこと自体を覚えていない」「食べたことを忘れる」といった、
そのこと自体を覚えていられない状態が生じるので、日常生活に支障が出てくる一方、③の思い出すことは可能なため、
昔のことなどを思い出すことはできます。

　アルツハイマーという言葉をよく聞きますが、これ
は認知症の種類のひとつを指します。認知症には、ア
ルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体
型認知症など、様々な種類があり、原因や種類、改善
策が異なります。

　アルツハイマー型認知症は、認知症の割合として最
も多い認知症で、発症には加齢や遺伝など、様々な要
因が関係していることが明らかになっています。

９月は「世界アルツハイマー月間」です

　1994 年９月 21 日、スコットランドのエジンバラで

第 10 回国際アルツハイマー病協会国際会議が開催さ

れ、この日を「世界アルツハイマーデー」と

宣言しました。アルツハイマー病等に関す

る認識を高め、世界の患者と家族に援助と

希望をもたらす事を目的としています。

（参考：厚生労働省ホームページ）

年相応の物忘れ

「アルツハイマー」 ＝ 「認知症」 ？

認知症による物忘れ

・ 物忘れに気づき、 思い出そうとする。

・ 新しい事を覚えることができる。

・ 判断力なども保たれる。

・ 日常生活に支障がない。

・ 物忘れに気が付かない。

・ 食べたことそのものを忘れる。

・ 計算力や判断力が低下する。

・ 日常生活に支障が出る。

る 認知症ってなんだろう？どんな症状？

コロナ禍でもできる認知症予防予防
　アルツハイマー型認知症の発症や進行は脳の状態を良
好にすることで予防ができると考えられています。予防
の基本には次の６つの原則があります。

・生活習慣病の予防　・バランスの良い食事

・運動習慣をつける　・お酒とたばこを控える

・脳を活性化しよう　・趣味やボランティアへの参加

　コロナ禍では、こういった予防に取り組むことが難し
いと感じている方も多いのではないでしょうか。しかし
工夫次第で予防は可能です。

コロナ禍で陥りやすい状況

①人と話したくても話せない

②趣味活動や集まりが休止している

③自宅に閉じこもる

④見えていなかった認知症の症状に
　　気がつき困る

- 食 事 -

①低栄養に気をつけよう
肉、魚、卵、乳製品、たんぱく質を含む食材が
片手に乗るくらいの量が一食の目安になります。
青魚は悪玉コレステロールを低下
させ、血液の流れを良くしてくれ
ます。

②塩分は控えよう
塩分を控えると血管の老化を防ぐことができ、
脳血管性認知症の予防になります。野菜や果物、
海藻類はカリウムを多く含み、血液
中のナトリウムを排泄する働きがあ
ります。

③間食 ・糖分を控えよう
血糖値を上げる糖分の多いお菓子やうどん、食
パンなど炭水化物中心の食事を控えましょう。
食物繊維の多い食品は血糖値の上昇
を抑え、認知症の予防につながりま
す。

④調理をしましょう
調理は献立・材料・調理法を考える複数の作業
を同時に行い、頭を使うので認知症
の予防になります。調理の時は立っ
ているので身体機能も維持できます。

⑤意識して噛みましょう
噛む行為は、脳の活性化を促す効果
が見られます。

⑥バランスの良い食事を
ご飯や麺類、パン、肉、魚、卵、
乳製品、野菜、果物などを偏らず
に食べましょう。

する

コロナ禍

気をつけたい６つのポイント

でも　できる！

 食事

運動
をご紹介します！認知症予防方法

▶ 問い合わせ　いきいき共生課（☎ 58‐2233 58‐2292）
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①身体の運動
散歩やウオーキング（有酸素運動）は全身の血流を改善し、脳細胞を活性化します。踏み台昇降や
足踏み（立位・座位）も効果があります。普通に会話ができるペースで行いましょう。

②脳の運動
クロスワードやパズル、お絵描き、買物の計算を行うことなど、身近なことで挑戦しましょう。

③身体と脳の同時運動
ラジオ体操をしながらしりとりを行うなど、身体と脳の運動を組み合わせることで、さらに脳の活性化が期待

できます。

週３回以上、一日 30 分程が理想的です

　　　　『みまもりあいアプリ』 とは

　認知症等の方が行方不明となった場合に、アプリを入れた協力者が家族と共に捜索することができるア
プリです。行方不明者の早期発見につなげます。

～アプリの特徴～

▶ 家族が認知症等の方の特徴を入力、気軽に捜索依頼ができます。
▶ 個人情報を保護した状態で発見者と家族が直接つながることができます。

（特許技術により個人情報は守られます。）
▶ アプリをインストールすることでみまもりあいの協力者になります。

秋以降の運用を予定しております。地域の皆さまのご協力をお願いします。

ステップ運動　＋　３の倍数で拍手

両足をそろえ、
背筋を伸ばして
立つ。

右横に大きく
ステップする。

右足を元に戻す

国際長寿医療研究センターコグニサイズのパンフレットより引用

左足に大きく
ステップして、
拍手する。

左足を元に戻す。
ここまでが１セット。

「20 まで」など、
数を決めて行う。

『みまもりあいアプリ』 を導入します
地域共生推進のためデジタル技術を導入した

安全安心のまちづくり

相談窓口

認知症かなと思ったら早めの受診を

相談
　認知症は発症すれば一生付き合っていく病気です。医療・介護両方の分野で、その時々の状態に最適なケアが必要
になってきます。家族で抱え込まず、介護上の悩み、介護と仕事の両立や、暮らし方、日ごろの思いなど、悩まずに
相談しましょう。市では、認知症初期集中支援チーム（※認知症について心配な事などがある方に医療と介護の専門
職がご家庭にお伺いして相談に応じます）や高齢者こころの相談（本紙 31 ページ掲載）、認知症カフェで相談の窓口
を設けています。

　認知症は早期発見が重要です。アルツハイマー型認知症の場合は、薬で進
行を遅らせることができます。また徘徊などの生活上のトラブルに対する事
前の準備ができたり、今後を見据えて、その人が最後まで自分らしく生きる
ための、治療方針や介護方針を、本人・家族・専門職と共に決めていくこと
ができます。

大浜町ノ 85 番地
（能美市立病院別館 1 階）

☎ 55‐5626 55‐5627

寺井町た８番地１
（ふれあいプラザ 2 階）
☎ 58‐6117 58‐6733　

緑が丘十一丁目 49 番地１
（G-Hills 内）

☎ 51‐7771 51‐7783　

する 認知症になっても安心して過ごすために

能美市根上あんしん相談センター 能美市寺井あんしん相談センター 能美市辰口あんしん相談センター

こんなときどう接すればいい？

財布を盗っていったと疑われて大変困っています。どうしたらよいでしょうか？

　「物盗られ妄想」と言われ、認知症の周辺症状の中でも代表的
な症状です。「置き忘れ」は自分で置き忘れた自覚はあります。
認知症の物盗られ妄想は、記憶障害により本人が自分で片付けた
記憶が抜け自分で探す行動をとらずに　「盗まれた」と周囲を疑
います。

忘れている事を指摘せずに、一緒に探し物を探しまし
ょう。疲れてしまった場合は、「あとでまた探すからね」
とひと休みしましょう。本人の間違いを指摘せず、本
人の困り事につきあう姿勢で接しましょう。

環境の変化等の不安から物盗られ妄想が悪化する事が
あります。話しかけて本人の話を聞く事で不安感が軽
減されることがあります。

コ ラ ム

穏やかに対応しましょう 話を聞く機会を増やしましょう

- 運 動 -
住み慣れた能美市で

認知症の方と共に暮らす地域をつくる

主な参考資料：能美市認知症ガイドブック
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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

くらしに関する情報をお知らせします
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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。
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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。

※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 ▲
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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２　飢餓をゼロに

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

日 時

期 間

集 合 定 員

内 容

応募締切
講 師

対 象

対 象

申し込み・問い合わせ

問い合わせ

ハンターガールと行く狩猟の魅力体験ツアー

いきいきキャンペーン

21月 日

１月 日 30月 日

８

９ ９

※新型コロナウイルス感染状況により、変更・中止する場合があります。

飢餓をゼロに？

どんなことができるのだ？

私たちの心がけが

ゴールにつながるよ。

目標２には、８のターゲットがあります。
例えば、ターゲット２－４には、

『2030 年までに、食料の生産性と生産量を増
やし、同時に、生態系を守り、気候変動や干
ばつ、洪水などの災害にも強く、土壌を豊か
にしていくような、持続可能な食料生産の仕
組みをつくり、何か起きてもすぐに回復でき
るような農業を行う。』となっています。

公益財団法人日本 unicef 協会ホームページより

　地元で採れた旬の農産物は、新鮮で栄養価も高く、身体に
も良いです。地域で採れた農産物をその地域で消費する「地
産地消」は、健康につながるだけでなく、農家の安定した収
入にもつながります。
　保育園や小学校等で行われている農作業体験は、「食育」
として取り組まれています。普段できない栽培行程に関わる
ことや農家の思いを知ることで、生産されている農産物への
愛着が増すとともに、地域農業の素晴らしさを知ることがで
きるとても良い機会です。地産地消の意識も高まります。
　能美市内の農家数は近年減少してきていますが、食育を通
して地元農産物の価値を感じ、地産地消が推進されることで、
農業の持続性が高まります。地産地消で能美市の農業を応援
しましょう。

『飢えをなくし、だれもが
栄養のある食糧を十分に
手にいれられるよう、地
球の環境を守り続けなが
ら農業を進めよう』

地産地消で農業を未来へつなごう！

参加無料

ジビエ利活用アドバイザー・狩女の会 主宰。2014 年に狩猟免許を取得。
食肉処理業施設や飲食店、獣皮革細工教室運営の傍ら、全国で「自然の恩
恵」をテーマとした講演活動などを行う。2020 年より YouTube チャンネ
ル「ジビエふじこ」を開設し、狩猟やジビエ料理の魅力を発信している。

福岡富士子さん（能美市観光特使）

参加者特典プレゼント

・猪肉カレー
・猪レザークラフト

中庄町丸いも娯楽会の本忠儀さんとつる巻き
体験をする園児たち

　７月 1 日、福岡保育園の年長組 35 人が中庄町の畑で加賀丸いものつる巻
き体験をしました。
　この体験は、能美市の特産物である加賀丸いもの栽培や普及に取り組んで
いる「中庄町丸いも娯楽会」が食育をテーマに毎年行っています。最初につ
るの巻き方の指導を受けた園児たちは、長く成長したつるを、支柱に張られ
たビニール紐へ丁寧に巻き付けていきました。秋には、収穫体験も予定して
おり、農産物収穫の喜びや美味しさを感じる貴重な機会となります。

福岡保育園の園児が加賀丸いものつる巻きを体験NEWS

詳細については、

９月の全戸配布をご覧ください
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　今回は「こどもミュージアム　のみっけ」をご紹介。

　「こどもミュージアム　のみっけ」は、０歳～ 12 歳（小学校 6 年

生まで）のお子様が、遊びながら学べるスペースです。小さなお子

様連れのご家族にとって、「博物館」といえば足が遠のきがちな施

設ですが、「のみっけ」は、小さなお子様連れでも気兼ねなく来館

してほしい、能美の魅力を知ってほしい、という思いで作りました。

　「のみっけ」内には能美の自然や歴史、民俗をイメージした遊具

が設置され、それらで遊びながら学べます。床は転倒しても痛くない、クッションフロアを採用。遊具の角は丸く

整え、各所にけが防止のクッションも取り付けました。屋内施設なので、暑い日、寒い日、雨の日と、天候に関係

なく快適に利用できます。

　そして「のみっけ」は完全無料！ご利用方法は、受付カウンターにて受付簿にご記入いただくだけ！安全のため

定員を 10 名としておりますので、入退室時間などを制限させていただく場合がございますが、お子様連れのどなた

でも、ご利用いただけます。（入室の際は必ず保護者同伴。現在は感染症対策のため遊具の使用などに一部制限があ

ります）

　「のみっけ」の名称には、「のみ」の自然や歴史、民俗の魅力を「みっけ！」と見つける感動を、お子様とご家族

で共有していただきたい、という思いが込められています。ぜひ、お子様と「のみ」の魅力を「みっけ！」してみ

てください。

能美ふるさとミュージアム館内紹介
～こどもミュージアム のみっけ～その①

こどもミュージアム　のみっけ

コ

お

ラ

知

ム

ら せ

能美ふるさとミュージアム広報室
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不 足 し が ち な    「 防 災 」 を 補 い ま す

▶ 日時　８月９日 ９時～ 12 時　▶ 対象　小学生以下（参加無料）
 夏を楽しむ企画が盛りだくさん！
　・お絵描き水族館　自分で描いたお魚がスクリーンで動き出す！？（時間は９時～ 16 時 30 分）
　・夏野菜釣り　市内で採れた新鮮野菜を釣り竿で釣ります。釣れた野菜はお持ち帰りできます。
　・千本釣り　たくさんの紐から一本を選び引きます。豪華景品が当たるかも！？
　　※夏野菜釣り、千本釣りは展示室観覧当日配布チケットの提示でどちらか一つに参加できます。

　のみふる友の会は、のみふるを拠点に、ふるさとの自然や歴
史、民俗を楽しみながら学び、会員同士の交流を深めていく会
です。皆さまのご入会、お待ちしております。
▶ 会員になるには

のみふる受付に、入会申込書に年会費（個人会員 1,500 円、家
族会員 1,000 円）を添えてお申込みください。

１．会員証の提示で、テーマ展示室の観覧無料
　　（特別展・企画展は、別途料金がかかる場合あり）

２．のみふる友の会が実施する活動への参加など
　　研修会（年３回程度）、自然観察会、文化財
　　めぐりなど

３．各種展示会や催しなどのご案内送付

のみふる賑わいイベント　～のみふる夏まつり～

能美ふるさとミュージアム友の会（のみふる友の会）会員募集中！

イベント

募集

会員特典

「顕著な大雨に関する気象情報」に注意しましょう

　テレビなどで「顕著な大雨に関する気象情報」や「線状降水帯」という言葉を耳にすることが増えてきたのではな
いでしょうか。意味を今一度確認し、大雨に備えましょう。

能美市防災ガイドブック

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、防災に役
立つ情報が満載です。
※防災ガイドブックは市ホームページで
もご覧いただけます。（右記QR コードから
アクセスできます）

　「線状降水帯（災害発生の危険度が急激に高まっている雨域）」の発生を知ら

せ、災害リスクが急激に高まった場合に緊急的に気象庁が発表する情報です。

▶ 顕著な大雨に関する気象情報が発表されたら

①能美市や気象台から発表される避難情報や気象情報に十分注意する。

②住んでいる地域が安全な場所かどうか改めて確認する。

③危険を感じたらちゅうちょせず避難する。

▶ 線状降水帯とは

次々と発生する雨雲（積乱雲）

が列をなし、ほぼ同じ場所で数時

間にわたって通過・停滞すること

により大雨となるもので、災害の

危険度が急激に高まります。

詳しくはこちら
気象庁ホームページ

「顕著な大雨に関する情報」

※「雨雲の動き」の例
（高解像度降水ナウキャスト）

　　　　　　
「顕著な大雨に関する気象情報」とは

線状降水帯

冠水時、車の運転は危険！
激しい降雨のとき、道路の冠水なども想定しなければなりません。いざというときのためにドライバーが知って

おくべきことをご紹介します。

車での避難は気を付けて

テレビで、冠水した道路を車が走っている映像が流

れることがあります。しかし、冠水した道路の走行は

大変危険です。水位が 10 ～ 20cm になると車のブレー
キ機能が低下し、さらに水位が上昇するとエンジンの

故障、最悪の場合は水圧で扉が開かず、車内に閉じ込
められるかもしれません。

　冠水前の早めの避難、冠水時には車を降りて避難す
ることも考えておきましょう。

　車が立ち往生し、水位が増して閉じ込められてしま

ったときは、サイドガラスやリアガラスを割って脱出
しましょう。

　脱出用ハンマーを車に備えておけば、写真の箇所を
数回叩くことで割ることができます。（合わせガラスは

割れません）
　また、ヘッドレストを使って割ることもできます。

車内に閉じ込められてしまったら…

ここをたたく 根元を差し込み、てこの原理で
手前に引く
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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、昨年度末、ライオンの「アンニン」（メス）、レッ

サーパンダの「アクア」（オス）、カリフォルニアアシカの「レオ」（オ

ス）など、主要展示動物の死亡が相次ぎました。それぞれの担当職員

をはじめとして、この冬は動物園全体が深い悲しみに包まれましたが、

皆さまから寄せられた励ましと動物たちへの哀悼の言葉に勇気づけら

れました。心から感謝申し上げます。

　今年度に入り、ソメイヨシノが見ごろを迎えた春爛漫の３月 26 日、

久々に明るいニュースが飛び込んできました。コビトカバに、第３子

が誕生したのです。続いて５月 28 日にはキリン、６月 21 日にはレッ

サーパンダ、６月 22 日にはコモンリスザルと出産が相次ぎ、皆さま

からたくさんの祝福の言葉をいただきました。

　特に、無事初産を終えたキリンの「マリ」は、当園の初代ペアの孫

娘に当たります。また、レッサーパンダの「サン」も今回、初産とな

りましたが、文頭に記した「アクア」の娘に当たります。産まれた子

どもたちは、この先、新たな命の継承のため他園に移るものもいるか

と思いますが、今は、転じて訪れた出産ラッシュの波に感謝するとと

もに、皆さまとともに喜びを分かち合いたいと思います。

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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コビトカバの赤ちゃん、屋外展示場デビュー
（６月 15 日撮影）

（５月２日撮影）

雨夜の星たち

寺地 はるな [ 著 ]
徳間書店

他 人 に 感 情 移 入 で き な い 三 葉
雨音。同僚星崎くんの退職を機
に仕事を辞め、移動手段のない
お年寄りの病院送迎や雑用をす
る「しごと」をはじめ…。「め
んどうな人」の機微を描く。

おすすめの一般書 おすすめの児童書 おすすめの児童書

トムと３時の小人

たかどの ほうこ [ 作 ]

平澤 朋子［絵］
ポプラ社

わたしのかみがた

樋勝 朋巳 [ 作 ]
ブロンズ新社

古道具屋で見かけた赤い表紙の
本をどうしても読みたいと思っ
たつとむ。お母さんに本のこと
を話すと、お母さんは「図書館
で借りたら？」と言った。次の
日、つとむが図書館に行くと…。

わたしの髪型についてお話します。帽子をとると、
三つ編みをたくさん編んで、上にくるくるっとの
せてみた髪型なの。びっくりした？わたしはこの
髪型がとっても気に入っているの。どうしてこの
髪形になったかというと…。

おいしい

お菓子

おいしくない・まずい

　「吉田屋窯」は、江戸後期の文政 7 年に、大聖寺城下の豪商吉田屋伝右衛
門によって古九谷窯跡の隣地に開窯した、真の意味での古九谷再興窯でした。
屋号から「吉田屋窯」と呼んでいます。同９年には利便性などを考慮し窯を
山代温泉郊外に移し、多くの名品を生み出しましたが、度重なる吉田屋家人
の不幸や借銀荷重などにより天保２年に閉窯しました。作品は「吉田屋」「吉
田屋九谷」と呼称され、古九谷に継ぐ高い評価を得ております。古九谷の青
手に倣って、緑・黄色を主体に用い紫・紺青をサブに添える形式をとってい
ます。釉薬はどれも美しくよく溶けており、とても透明感があって、魅力的
です。本作は、いわゆる塗埋めでなく、周縁の梅花や見込絵の背景を効果的
に白抜きにしています。また高価な紺青色を多用した入念なつくりのイッピ
ン！です。（文・五彩館 館長　中矢）

■「能美市美術作家協会 書道部展〈前期〉」
　 期間　

■ コレクション展　「歴代 末川泉山 回顧展」
　 期間　

■「九谷焼伝統工芸士会作品展」
　 期間　

■ 展示替えのため休館します
　 休館日
　 対象施設　

８月 27 日 ～９月 26 日
※会場はロビーギャラリー（入館無料）です

～８月７日
最終日は午前９時～正午。午後から展示替え。

８月 25 日 ～ 11 月 28 日 ８月８日 ～ 10 日
「五彩館」「浅蔵五十吉記念館」

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。

吉田屋窯象人物図額鉢 
サイズ 　口径 25.3 ／高 4.8cm  
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！「吉田屋窯 象人物図額鉢」

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　稲垣 舞 さん（ビストロ「ア・ターブル」）
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。

① -1、① -2　てのひらで、ほほを軽く２回たたく

親指と人差し指で、クッ
キーなどをつまむように
し、口元に近づける

① -1、① -2　あごに当てた指先を、下にむけて振り払う
ように素早くおろす

動画で「私はお菓子作りが得意です。ケーキがおいしいです」

「おいしくない・まずい」の手話表現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
－１

①
－２

①
－２

INFO

夏のどくしょスタンプラリー

全館で８月31日 まで開催中です

企画
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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

File48 　鍋谷町

横浜国際キルト展で入選した谷保さんの作品

タイトル「まあるくなあれ」

谷保さん新作のタペストリー（壁掛け）
タイトル「静かな雨音」

15

谷保 玉枝 さん

４月のいきいきサロンの様子。様々な福祉活動に携わる木村さ
んは、ご自身のネットワークを生かして、一人暮らしの方など
に参加を呼びかけています。

10

木村 洋子 さん

File47 　西二口町

ほほえみネットのチケット。平成 30 年の
大雪のときは、この制度があったことで、
雪かきができずに困っている人と、手伝
う人とをスムーズにつなぐことができた
そうです。



31 3030
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。

８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）

10 日 ・23 日 10：00 ～ 11：00

赤ちゃんひろば 未就園児親子（１歳まで）
13 日 13：30 ～ 14：30
24 日 10：00 ～ 11：00

のびのびキッズ
寺井中央児童館

お休み根上中央児童館

辰口中央児童館

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 ３・10・17・24 日

９：30 ～ 12：00西二口町公民館
（コミュニティセンター）

４・
11・18・25 日

５・12・19・26 日

問／福祉課
（☎ 58‐2230 58‐2294）

28 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）　　

16・30 日
受付時間

10：00 ～ 10：30

おっぱいの相談日
10 日

受付時間
10：00 ～ 11：00

26 日
受付時間

13：00 ～ 14：00

マタニティクラス
①妊娠中のからだ

赤ちゃんとママのための食生活

① 12 日 10：00 ～ 12：00

② 13 日 10：00 ～ 11：30

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

講演会『子どもの病気：こんな時どうするの？』
子どもの急病時の小児科受診を含めた対処法や医療の現状などに
ついて、みなさんでお話を聞きましょう。

日時：９月９日  10：00 ～ 11：30
講師：多賀クリニック小児科医　多賀 千之 さん
対象：どなたでも　定員：15 名（要予約）
託児：10 名（要予約）（能美市のお住まいの未就園のお子さん）
託児受付：８月 26 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 ７・21・28 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 お休み 10：15 ～ 11：45
JAIST お休み 15：20 ～ 16：40
寺井地区公民館 ４・11・25 日 19：30 ～ 21：00

テーマ／「日本文化と能美市」
寺井中学校国際交流部による発表！

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

７日 13：30 ～ 15：00

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。

４・11・25 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

６日 ・16 日
27 日

13：30 ～ 15：30

行政書士無料相談会 19 日 13：30 ～ 15：30

心配ごと相談
（１人 30 分程度）

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

５日
15 日
25 日

13：30 ～ 15：30
（最終受付 15：00）

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」 お休み

（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）

４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

田中 公一朗 様（東京都）

竹林 紀貴 様（愛知県）

串山 敬太 様（広島県）

和多 隆行 様（愛知県）

関田 康祐 様（群馬県）

白石 政子 様（神奈川県）

鬼界 政弘 様（兵庫県）西原物産株式会社 様（野々市市）

匿名　１件

蔵田 孝一 様（吉光町）

株式会社日本パーツセンター 様（金沢市）

株式会社エイム 様（金沢市）

ご厚志ありがとうございます

（６月１日～６月 30 日受付分、寄附受付日順）

【お詫びと訂正】

広報のみ令和３年 6 月号 21 ページ
「クアハウス九谷設立 33 年ありがと

うイベント開催」記事において、問
い合わせ先のクアハウス九谷（現：
クアハウスＮ９）の電話番号に誤り
がありました。
クアハウス N ９の正しい電話番号
は（☎ 58‐5050）です。お詫び申し
上げ訂正いたします。

ふるさと納税（６月受付分、公表希望者のみ掲載） 

【ふるさと納税計】
令和３年４～６月分累計　
213 件　4,921,000 円

育児講座『ベビーとママのふれあいヨガ』
親子でヨガを楽しみ、心も身体もリフレッシュしませんか？

日時：８月 27 日 10：00 ～ 11：00
講師：ヨガインストラクター　林 葵 さん
対象：生後 12 か月までの未就園のお子さんと保護者

（首の座ったお子さんから）（能美市にお住まいの方）
定員：15 組（要予約）
申込受付：８月 13 日 ９：00 ～

わくわくひろば『つくってあそぼう』
親子で一緒に夏の制作を楽しみましょう。

日時：８月 18 日 10：00 ～ 11：00
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：20 組（要予約）
申込受付：８月５日 ９：00 ～

パパ子育て講座『紙パックで金魚すくい作り』
紙パックで水あそびのおもちゃを作ってみませんか？

日時：８月 28 日 10：00 ～ 11：00
講師：能美市男性保育士
対象：1 歳から 3 歳未満のお子さんをもつお父さん

（能美市にお住まいの方）
定員：10 名（託児はありません）（要予約）
申込受付：８月 16 日 ９：00 ～

●人口　　 4 9 , 8 1 9 人

男　24,766 人　　女   25,053 人

●世帯数 1 9 , 4 2 1 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７月１日現在

（前月比＋12）

（前月比＋25） データ提供　能美警察署能美市消防本部



「広報のみ」は再生紙を使用しています。

【第１回】女性の活躍推進セミナー

　詳しくは応募用紙をご覧ください。応募用紙はウルトラアートホームページ
（http://ultraart.jp/）からダウンロードできるほか、観光交流課や能美市九谷焼美術館

｜五彩館｜でも配布しております。

地域振興課
chiiki@city.nomi.lg.jp

要事前申込 キッズコーナー有

日 時

応募締切

場 所

各　　賞 応募先・問い合わせ

講 師

申込締切

申し込み・問い合わせ

第６回九谷ぬり絵コンテスト作品募集

25月 日８

　コロナ禍での新しいお祭りの形、
家族を誘って車でイベントに参加
しませんか。ドライブスルーで楽
しめる露店やゲームコーナーが盛
りだくさんです。

夏まつり会場には、車での入場のみとなります。
入場できる車の台数に限りがございますので、早めの時間でのご参
加をお待ちしております。

日　時 28月 日８ 15 時～ 21時

能美市役所本庁舎前道路場 所

催し物

能美市商工会青年部
（後援　能美市教育委員会）

主催・問い合わせ

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。また、新型コロナウイルス
感染状況により、オンラインでの実施に変更、または中止
となる場合があります。

「広報のみ」は再生紙を使用しています。

６月 日10 必着

第５回グランプリ
沼田実優さんの作品

今年のお題
色絵牡丹に孔雀図花瓶

●ドライブスルー露店

●ドライブスルーゲームコーナー

車でお祭り気分を味わおう

詳しくは
こちら


