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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。

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


