
広報能美

・新型コロナワクチンの接種について
・200 号記念特集　広報表紙と振り返る市の歩み
・オリンピックに携わる様々な方が市役所に来庁しました

Nomi  City  News  Letter

広 報

８月８日に吉原釜屋町の能美根上スマートインターチェンジそばに設置した観光案内看板
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掲載内容は８月 20 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。 新型コロナワクチンの接種について

新型コロナワクチンＱ＆Ａ

今年度８月末までに 12 歳になる方（小学６年生）と保護者の皆さまへ

市民の 中学生 と保護者の皆さまへ

９月６日（月）　９時～　予約受付開始

Ｑ.新型コロナワクチンは何のために受けるのですか？

Ｑ.ワクチン接種の後はどんなことに気を付ければよいですか？

Ｑ.ワクチンは、必ず接種しなければいけないのですか？

Ｑ.変異株ウイルスにもワクチンは効果がありますか？

Ｑ.能美市民の現在の接種状況は？

対象者 接種開始日 １回目接種者数 ２回目接種者数 接種率（１回目） 接種率（２回目）

65 歳以上 ５月 24 日～ 12,295 12,051 91.6％ 89.8％

50 ～ 64歳 7 月 10日～ 6,004 5,296 64.8％ 57.2％

全体（16歳以上） 22,756 19,249 53.1％ 44.9％

Ａ . 新型コロナワクチンを接種することで、新型コロナウイルス感染症にかかりにくくなります。

ワクチン接種後に体内で免疫反応が起き、抗体が作られる仕組みです。

Ａ . 他のワクチンに比べ、接種後の発熱や痛み、だるさなど症状が出やすいですが、数日で良くなることが

わかっています。なるべく接種当日・翌日に無理をしないで済むよう予定を立てておくとよいでしょう。

Ａ . 新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、本人の意思に基づき受けていただくものです。職場など周り

から接種を求められても、本人が接種を望まない場合には接種しないことを選択することができます。接種を

していない人を差別することがないようお願いいたします。

Ａ .ウイルスは絶えず変化するものですが、小さな変化でワクチンの効果がなくなるわけではありません。現在、

変異株に対応したワクチンの開発や臨床試験も実施されています。

Ａ . 以下の通りです（令和３年８月 19日時点）。最新の情報については市ホームページで公開しています。

その他よくある問い合わせはこちら（右記QRコード）
厚生労働省　新型コロナワクチンＱ＆Ａ

　８月末頃までにクーポン券（接種券）をお届けします。ワクチン接種を希望される方は、９月６日 ９時以降に
WEB または電話でご予約ください。なお、接種できる医療機関については市ホームページをご確認ください。
　９月以降に 12 歳になる方にはワクチンの供給を見ながら別途ご案内いたします。

　対象となる方へ８月 19 日 頃にクーポン券（接
種券）をお送りしています。ワクチン接種を希望され
る方はご予約ください。
　なお、12歳～ 15歳の方が新型コロナワクチンを接
種するには、保護者の同意が必要です。※予診票に保
護者の署名がない場合、接種が受けられません。また、

９月６日 ９時～の予約受付が最後となります。

16 歳以上のまだ予約ができていない市民は、お早めにご予約をお願いいたします。
予約方法等はクーポン券（接種券）に同封のお知らせをご覧ください。

可能な限り保護者同伴での接種にご協力ください。
　詳しくはクーポン券（接種券）に同封のお知らせを
ご覧ください。
▶接種期間（１回目）　９月 22 日 ～ 10月９日
▶接種場所　市内指定医療機関
▶予約方法　WEB 予約、電話予約

ワクチンを接種したら、もう安心？

ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する可能性はあります

◆感染対策方法◆
・３つの密（密集・密接・密閉）の回避

　・マスクの着用
　・石けんによる手洗いや手指消毒用
　　アルコールによる消毒の励行

・ワクチンを接種しても、免疫がつくまでに１
～２週間かかり、免疫がついても発症予防効
果は 100％ではありません。　

・自分自身や周囲の人を守るために、接種後も
感染対策を継続することが重要です。

Ｑ.能美市ではいつまでワクチン接種ができますか？

Ａ . 能美市では、ワクチンの供給等の理由から、10月末で接種をいったん終了します。以降については、詳し

いことが決まりましたら市ホームページ等でお知らせします。

感染者等への差別・誹謗中傷は絶対におやめください

　新型コロナウイルス感染症は、誰もがかかる可能性がある疾患です。感染された人やその家族、医療従事者などに
対する、不当ないじめや差別は決してあってはなりません。感染症に対する不安をあおるような言動や不確かな情報
の拡散は慎み、冷静で良識のある対応をお願いします。

●「ゼロ密」を目指しましょう。屋外でも、密集・密接には、要注意！

他の人と
十分な距離を取る！
（２メートル以上）

窓やドアを開け
こまめに換気を！

電車やエレベーターでは
会話を慎みましょう！

会話をするときは
マスクをつけましょう！

５分間以上の会話は
１回の咳と同じ

屋外でも密集するような
運動は避けましょう！

少人数の散歩や
ジョギングなどは大丈夫

・多人数での会食は避ける
・隣と一つ飛ばしに座る
・互い違いに座る

みんなの人権 110 番電話相談 0570‐003‐110

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

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）
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特集

　平成 25 年５月に 100 号を迎えてから、今月号で 200 号という大きな節目を迎えた『広報のみ』。それを記念し、
101 号から 199 号までの表紙を通して、能美市の歩みを振り返ります。

　東京大学教授の浅井祥
仁さん（粟生町出身）を
招き、文化講演を開催し
ました。宇宙誕生とヒッ
グス粒子について講演し
ました。

　移りゆく四季の情感と
恵みがひしひしと感じら
れる里山。能美市の豊か
な里山資源で、多彩な魅
力を持つ催しが開催され、
秋を満喫しました。

　根上学童野球クラブが、
「小学生の甲子園」全日本
学童軟式野球大会で快進
撃を見せ、初出場で全国
大会準優勝の栄冠に輝き
ました。

　保育園の建築、改築を
順次行い、子育て環境の
整備が進む能美市。平成
26 年３月に竣工した宮竹
保育園では、元気に遊ぶ
園児たちの姿がありまし
た。

　平成 27 年２月１日、市
は合併 10 周年を迎えまし
た。市と同じ年に生まれ
た子どもたちが「夢」を
書いた色紙を掲げました。

　能美市商工会青年部が
企画した「のみごっこ」
が物見山運動公園で開催
され、子どもたちは鬼役
「ハンター」に捕まらない
よう、全力で逃げ回りま
した。

　能美市の地で地道に育
てられ、多くの先人たち
の苦労や情熱が詰まった
加賀丸いも。栽培が始ま
って 100年を迎えました。

　平成 27 年３月の北陸新
幹線の金沢開業に向けて、
能美市を盛り上げる “能
美印” のオススメ土産品
22 品が決定しました。

　家庭、職場・学校以外
で普段の暮らしを幸せに
豊かにする「第３の生活
拠点」を紹介しました。

　九谷陶芸村で「手づく
りの達人市」が初めて開
催され、全国各地から工
芸作家が集結。九谷五彩
の傘が空を彩り、オシャ
レな陶芸村を演出しまし
た。

　合併 10 周年記念式典を
盛大に開催し、市の取り
組みを振り返るとともに、
これからの能美市の新時
代へ、大きな一歩を踏み
出しました。

　「のみ電」廃線から 35
年。「のみでん広場」に、
北陸鉄道旧能美線で使わ
れていた貨車「ホム１号」
を設置しました。

　能美市の空き家に移住
した九谷焼技術研修所の
研修生に、市外出身者か
ら見た能美市の魅力など
をお聞きしました。

　いしかわ動物園でいや
しの空間「カピバラ湯」
がオープンし、「ひゃくま
んさん」や「のみまるくん」
も駆け付け、来場者を楽
しませました。

　秋の「能美の SACHI ま
つり」として、市内各地
で開催されたさまざま催
し。地元の人と、来場者
が交流を楽しみました。

　能美市の観光情報や地
元情報などをアプリを通
じて見ることができる、
能美市観光アプリ「能美
style」をリリースしまし
た。

　全日本競歩能美大会男
子 20 キロで、鈴木雄介さ
ん（松が岡出身）が１時
間 16 分 36 秒という圧巻
のスピードで、世界記録
を 26秒も更新しました。

　大正９年以来５年ごと
に行われる、20 回目の国
勢調査が実施されました。
外国人も対象となること
から、JAIST の留学生の
方々にモデルとして出演
していただきました。

　九谷陶芸村で、いしか
わ動物園と連携し「九谷
ナイトズー」を開催しま
した。九谷焼の動物たち
と光のオブジェが陶芸村
を彩りました。

　松井秀喜さんが現役引
退後、初めて帰郷され、
市民栄誉賞第１号を受賞
するとともに、能美市の
名誉観光大使に就任しま
した。

　九谷焼誕生から 360 年。
技術の継承を後世へ伝え
るというプロジェクトに
よって、明治時代に世界
を魅了した九谷焼「ジャ
パンクタニ」がよみがえ
りました。

　根上・寺井・辰口の３
地区の会場を初めて統一
し、「第１回自衛消防団合
同訓練大会」が物見山運
動公園駐車場で開催され
ました。

　九谷陶芸村を舞台に、
木工、ガラス、布織、漆、
金工、皮革など全国から
あらゆる手づくりの職人
たちによるテント市が開
催されました。

　住民票があるすべての
方に、個人番号（マイナ
ンバー）が通知されまし
た。個人番号カード（マ
イナンバーカード）の申
請も開始されました。

　和田山 23 号墳で、約
1500 年前の古墳時代につ
くられた日本最古の文字
須恵器が確認されました。
高杯には「二年」壺には
「未」と書かれています。

　国内外で影響力のある
市出身者３人の力を結集
し、観光ポスターを刷新
しました。ポスターは三
大都市圏、県内の駅や空
港で掲示されました。

　福島保育園の園児が能
美市合併 10 周年記念年賀
はがきを使って、年賀状
を描きました。能美九谷
の技と美を伝える記念切
手シートも販売されまし
た。

　能美の里山で育まれた
農薬不使用・有機栽培の
「国造ゆず」。６次産業化
やブランド化を進めて、
国造ゆずを協働で盛り上
げようという動きが出て
きました。

　「第２回灯台笹・岩本竹
の子まつり」が灯台笹町
公民館前で開催され、子
どもたちが、竹で手作り
された水でっぽうなど、
昔ながらの遊び道具を楽
しみました。

　「のみの美アートフェス
タ」が九谷陶芸村で開催
され、世界最大の九谷焼
であるビッグモニュメン
トが「デジタル掛軸」に
より彩られました。

26

27
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　平成 28 年は 575 人が
成人を迎えました。式典
には晴れ着をまとった新
成人が集い、これまでの
感謝を胸に、新たな一歩
を踏み出しました。

　市民の防災教育を図る
設備と、災害発生時に重
要な拠点となる機能を備
えた能美市防災センター
が完成。竣工式では救助
訓練を行いました。

　高齢化や後継者不足な
ど、農業をとりまく問題。
地域の農地と農業を守り、
次代に伝えていくために、
加賀丸いもの収穫体験を
子どもたちが行いました。

　子育てを地域で支え合
い、安心して子育てがで
きる拠点、「ファミリー・
サポート・センター」の
活動について紹介しまし
た。

　表紙の絵は、九谷陶芸
村の紙袋をデザインした
久保田辰五郎さんの作品
です。水彩画の温かみと
ユーモラスなセンスに溢
れていました。

　11 月 19 日、いしかわ
動物園のトキ里山館がオ
ープンしました。館内で
は、開放的な空間の中を
飛翔するトキの姿があり
ました。

　人口減少の克服に向け
た「能美創生総合戦略」
を策定しました。暮らし
やすさを日本一、実感で
きるまちを実現するため
の 72 の具体的施策を盛り
込みました。

　小堀勇気さん（緑が丘
出身）が 2016 リオデジ
ャネイロオリンピック男
子４× 200 メートルリレ
ーで、1964 年の東京オリ
ンピック以来 52 年ぶりの
銅メダルを獲得しました。

　京田陽太さん（寺井町
出身）が、プロ野球の中
日ドラゴンズに入団決定。
辰口福祉会館で行われた
激励会では、関係者約
120 人が京田さんを激励
しました。

　第３回手づくりの達人
市を開催。地元の九谷焼
をはじめ、木工品、ガラ
ス細工、織物、アクセサ
リーなど 105 人の職人た
ちが出店しました。

　伊勢丹新宿本店で受注
販売された、九谷焼で作
られたゴジラのフィギュ
ア。20 名の作家が絵付け
を行いました。写真は福
島武山さんの作品。

　３月といえばひな祭り。
市内の保育園ではひな人
形が飾られ、宮竹保育園
の子どもたちもひな祭り
の行事を楽しんでいまし
た。

　観音山で里山清掃ガイ
ドハイクを行いました。
参加者は新緑を感じなが
ら、地域の山を清掃。頂
上の東屋で景色を楽しみ
ました。

　絵本でつなぐ親子の絆。
赤ちゃんと保護者の絵本
に触れるきっかけづくり
として、市が 10 か月児相
談時に行っている「ブッ
クスタート」の活動を紹
介しました。

　いしかわ動物園で干支
の申にちなんだ展示が行
われ、九谷焼技術研修所
とコラボして開催された
「九谷焼干支作品」の展示
では、サルを題材にした
本科２年生の力作が並び
ました。

　10 月５日、市の住民
基本台帳人口が５万人を
超えました。記念すべき
５万人目の市民となった
のは、下清水町の大黒和
也さんの長女恵那ちゃん
でした。
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28 広報表紙と

振り返る

市の歩み

　能美市二代目市長とし
て、新たなリーダー井出
敏朗市長が誕生しました。
さらに暮らしやすさを実
感できるまちを目指し、
光り輝く能美市の未来へ
歩み始めました。

　いしかわ動物園の「ナ
イトズー」に仲間入りし
たホワイトタイガーの「ク
ラウン」。どこか優しげな
表情と全身からみなぎる
神々しいまでのオーラで
人々の心を魅了しました。

　手取川沿いから見た日
の出。霊峰白山がふるさ
と能美をやさしく見守っ
ていました。

　九谷陶芸村を主会場に
第 110 回九谷茶碗まつり
が開催され、３日間合計
約 17 万人の来場者でにぎ
わいました。

　第 56 回根上り七夕まつ
りが開催され、２日間合
計で約１万２千人の来場
者でにぎわいました。会
場では、振る舞われた流
しそうめんを楽しむ来場
者の姿が見られました。

　いしかわ動物園の冬の
風物詩として親しまれて
いるカピバラ湯。12月 22
日に「冬至のゆず湯」PR
イベントが開催され、露
天風呂に国造ゆずが浮か
べられました。

　みんなでつくる博物館
プロジェクトとして、親
子で野鳥の観察を楽しみ
ました。場所は、蟹淵ま
での林道です。

　９月中旬、市内各地で
稲刈りをしている様子が
見られました。「農」で輝
く女性たちを特集しまし
た。

　記録的な大雪が峠を越
えた２月中旬。久しぶり
に広がった青空の下、体
験したことがないほどに
積もった雪で子どもたち
は元気いっぱいに遊んで
いました。

　市公式キャラクター「ひ
ぽ能ん・ゆず美ん」がゆ
るキャラ グランプリに
立候補し、初参戦にして、
ご当地部門第 32 位を獲得
しました。

　仏大寺町で開催された
「第 11 回能美ほっこりま
つり」。子どもたちが昔な
がらの技法を使った「こ
も編み」のコースター作
りを楽しんでいました。

　能美市観光大使の大月
さゆさんが出演する能美
市のプロモーションビデ
オ撮影の様子。動画は市
ホームページで公開して
いますので、ぜひご覧く
ださい。

　みんなでつくる博物館
プロジェクトとして、親
子で楽しくハニワ作りに
挑戦しました。

　加賀丸いもの新たな販
路開拓や、魅力発信に向
けた取り組みが始まりま
した。産地統一ロゴや出
荷箱、「プレミアム」の加
賀丸いもが誕生しました。

　３月 25 日、北陸自動車
道能美根上スマートイン
ターチェンジ（SIC）の開
通を記念して、ウオーキ
ングイベントと施設見学
会が開催され、供用開始
を祝いました。

　「世界とつながる特別な
１日！」をテーマに「国
際交流ひろば」を初めて
開催し、多くの外国人と
日本人が相互に交流する
良い機会となりました。

　市内で桜が満開と
なった４月中旬。園
児たちは、お花見を
しながら散歩して春
を満喫しました。表
紙を含む紙面を読み

やすくなるようリニ

ューアルしました。

　白山を背景に初夏
の風になびく麦（山
田町地内）。住む人だ
からわかる良さを伝
える「わがまち自慢」
コーナーを新しく開
始しました。

　モリアオガエルの
卵塊が見られるよう
になる６月の蟹淵。
木々の緑と水面の青
緑の色調が美しく輝
いていました。
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　辰口中央小学校で「手
紙の書き方体験授業」が
行われ、一人暮らしの高
齢者に宛て、４年生が気
持ちを込めて年賀状を作
成しました。

　新緑に包まれた七ツ滝。
市の名勝に指定されてお
り、未来に残したい能美
市の風景の一つです。

　市内を走る「のみバス」
は「わかりやすい」「便利
につながる」「朝夕の速達
性」の 3 つをコンセプト
に新ルート・ダイヤで運
行を開始しました。

　カタール・ドーハで行
われた世界陸上競技選手
権大会男子 50 キロ競歩で
鈴木雄介さん（松が岡出
身）が日本競歩史上初と
なる金メダルに輝きまし
た。

　新型コロナウイルス感
染症対策として、手をき
れいに洗う子どもたち。
小学校や児童館でもマス
クの着用を励行するなど、
新しい生活様式へと変化
していきました。

　市公式キャラクター「ひ
ぽ能ん・ゆず美ん・ぽぽ
能ん」がかまくらで、ひ
と休み。令和３年は、２
月２日が節分でした。

　平成 31 年能美市成人式
が根上総合文化会館で行
われ、晴れ着姿で新たな
門出を迎えた新成人が祝
福されました。

　外国人にやさしいまち
づくりや外国人と日本人
が相互理解を図り、活発
な交流活動を行う能美市
国際交流協会が発足しま
した。

　新型コロナウイルスの
感染拡大により、全国で
緊急事態宣言が発出され
ました。井出市長から市
民の皆さまへメッセージ
が送られました。

　能美市合併 10 周年記念
曲「Song  Of  Nomi」 に
歌詞が付けられ、市ゆか
りのミュージシャンによ
って市民に披露されまし
た。

　新型コロナウイルス感
染拡大の影響を受けた市
内の施設・店舗を応援し、
市民の家計に役立ててい
ただこうと「のみ応援特
典券（第２弾）」を配布し
ました。

　新型コロナウイルスの
影響により学校行事など
が中止になった市内小中
学校卒業生に、自身の顔
写真入り特製九谷焼マグ
カップが贈られました。

　まなびフェスタ 2019
「超入門！！囲碁講座」で
は、４月にプロ棋士とし
て入段が内定した寺田柊
汰さんから囲碁のルール
や打ち方を教わりました。

　能美市温泉交流館「里
山の湯」が開館 10 周年を
迎えました。九谷五彩を
イメージしたキャンドル
やスタッフが折った折り
紙の作品が飾られました。

　新型コロナウイルス感
染症拡大の中でマスクが
不足したことから、能美
市独自の「マスク購入引
換券」を発行し、市内３
会場で販売を行いました。

　第 14 回アジア射撃選手
権大会で銅メダルを獲得
した平田しおりさん（大
成町出身）が能美市表彰
スポーツ特別賞を受賞さ
れました。

　新型コロナウイルスの
終息を願い、医療従事者
などへの敬意と感謝を込
め、また能美市誕生 15周
年を記念して、市内３会
場で打ち上げ花火を行い
ました。

　浜小学校交差点に新た
な信号機が設置されたこ
とに伴い、浜小学校 1年
生８人や地元関係者によ
る点灯セレモニーを行い
ました。

　国造ゆず産地を後世に
継承するため、和気小学
校５年生が国造ゆず生産
者や関係者と力を合わせ、
苗木６本を植樹しました。

　第 67 回石川県消防操法
大会で、能美市消防団根
上分団が能美市として史
上初の快挙となる優勝を
成し遂げました。

　松井秀喜さんと能美市
出身の現役スポーツ選手
から、コロナ禍で過ごす
市民を勇気付ける心強い
メッセージが届きました。

　能美市誕生 15 周年記
念企画として、市公式キ
ャラクターの「ぽぽ能ん」
の名前を考える人気投票
を行いました。

　東京 2020 オリンピッ
クの聖火が能美ふるさと
ミュージアムで展示され、
井出市長と聖火ランナー
に選ばれた市民によるト
ークショーを行いました。

　朝日が差し込み、カラ
フルな水玉模様が彩られ
た能美根上駅東口階段。
九谷五彩をイメージした
駅舎にリニューアルしま
した。

　桜の名所、物見山公園
で春を楽しむ家族。木漏
れ日に浮かぶ姿もほんの
り桜色です。

　能美市内には紅葉の綺
麗なスポットが多くあり
ます。秋を感じる物見山
の公園で落ち葉遊びを楽
しんでいた親子の笑顔が
とても印象的です。

　新型コロナウイルス感染
拡大が続く中、市民の家計
支援および市内施設・店舗
を応援する「のみ応援特典
券（第３弾）」を配布しま
した。取扱店数も増えまし
た。

　東京 2020 オリンピック
射撃競技３種目に出場した
平田しおりさん（大成町出
身）を市民一丸となって、
ふるさと能美から応援しま
した。

　能美市のキャッチコピ
ーが「したいこと、

能美市だったら叶うかも」
に決定しました。それに
併せ、市公式キャラクタ
ー「ひぽ能ん・ゆず美ん」
を組み合わせたロゴマー
クも誕生しました。

　みんなでつくる博物館
プロジェクトとして、子
どもたちが昔ながらの道
具を使って、稲刈りを楽
しみました。

　能美市内でメロンやト
マト、葉菜類などを生産
する吉川農園から「がん
ばれ」の文字入りメロン
が寄贈され、能美市立病
院に展示されました。

　能美根上駅で撮影され
たフォトコレクション応
募作品。能美根上駅誕生
５周年記念イベントを開
催しました。

　第５回九谷ぬり絵コン
テストで見事グランプリ
に輝いた沼田実優さん（下
ノ江町）の作品。これま
でで最多の 2,506 点の応
募がありました。

九谷焼作家の福島武山さ
ん、武腰潤さん、山田義明
さんの３名が、九谷焼ウル
トラマンシリーズの新作３
体に絵付けを施し、能美ふ
るさとミュージアムでお披
露目されました。

広報表紙と

振り返る

市の歩み

いかがでしたでしょうか。

広報のみはこれからも

能美市の歩みを分かりや

すく、親しみやすく紹介

してまいります。
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ハンドボール競技出場　石立真悠子さん

射撃競技３種目出場
平田しおりさん

競歩競技コーチ　内田隆幸さん

飛び込み競技審判　浅田雅子さん

オリンピックに携わる様々な方が
市役所に来庁しました

　８月 11 日、競歩競技選手の指導を行う内田
隆幸さん（福岡町）が市役所を訪れ、東京 2020
オリンピック競歩の結果を井出市長へ報告しま
した。内田さんは、男子 20 キロで銅メダル獲得
の山西利和さん、男子 50 キロで 32 位でゴール
した丸尾知司さんの指導をしています。オリン
ピックの所感について内田さんは「暑い中での
過酷なレースと、東京という地元開催の大きな重圧の中で、選手たちは十分な力を出し切れなかったよう
に感じます。来年の世界選手権や次のオリンピックでは、悔しさをばねにより良い結果を出してほしいで
す」と話しました。

　８月 13 日、飛び込み競技で審判を務めた浅
田雅子さん（寺井町）が市役所を訪れ、オリン
ピックでの審判の様子を語りました。大会では
男女の高飛び込みと板飛び込みの約 90 本の審
判を務めました。
　浅田さんは「自分が選手で参加した時より緊
張したかもしれません。一瞬のうちに採点しな
ければならなく、ほとんど気が抜けない時間でした。また、出場した選手には、オリンピックを諦めず練
習をしてきた心の強さを感じました。今後も審判を通し応援し、支えていきたいです」と話しました。

　東京 2020 オリンピックハンドボール女子で日本代表として出
場した石立真悠子さんが、８月 11 日、井出市長を表敬訪問しまし
た。
　福井市出身の石立さんは、ハンドボール強豪校の小松市立高校
に通う際、ご両親の出身地である能美市福島町へ移り住みました。
現在は三重バイオレットに所属し、東京オリンピックではチーム
の要として活躍しました。石立
さんは「気負いせず楽しみなが
らプレーができた。今後は、子
どもたちへの指導なども興味が
あり、引き続き競技に携わって
いきたいです」と話しました。

　東京 2020 オリンピック射撃競技で 3
種目に出場した平田しおりさん（大成町
出身）が、８月 18 日、井出市長を表敬
訪問しました。地元である大成町の平田
しおり後援会や、体育協会会長が同席し、
平田さんに労いの言葉をかけました。
　平田さんは「オリンピックの舞台は独
特の緊張感があったが、大変良い経験と
なり、海外の選手との貴重な交流もでき
たので、とても楽しかった。無観客での開催となり、試合では苦しい場面もあったが、たくさんの人に支え
られて踏ん張ることができた」と、試合を振り返りました。また、同席していた父の展也さんに対しても、「た
くさん支えてくれてありがとう。今後の試合もがんばるので、よろしくお願いします」と、照れ笑いを浮か
べながら感謝の気持ちを伝えました。
　今後について平田さんは「オリンピックでの経験を生かし、来年の世界選手権に向け、準備を進めていき
たい」と、強い意気込みを口にしていました。

　同日、平田さんに観光大
使を委嘱し、井出市長から
委嘱状を手渡しました。
平田さんは「能美市には加
賀丸いもや九谷焼もある。
オリンピックでの経験を生
かし、アピールしたい」と
意気込みを語りました。

Hot
news

左から平田しおり後援会の本多他家志さん、川越
清一会長（大成町内会長）、平田さん、井出市長、
能美市体育協会の前多純也会長、平田しおり後援
会の蓮田茂樹さん 観光大使となった平田さん（左）

東京五輪第９日、射撃ライフル 女子ライフル３姿勢予選に出場した平田さん

オリンピックを振り返る
内田さん

子どもたちへの指導でも今回
の経験を生かしたいと浅田さ
んは話しました。

ハンドボールポーズの石立さん

東京五輪第９日、ハンドボール女子１次Ｌ
日本―アンゴラ　後半、石立さんがシュート
を決めました

　市内では、オリンピック出場選手を応援す
る動きが各地で見られました。平田さんの地
元大成町のＪＡ根上では職員がＴシャツを着
て応援。出身校である根上中学校では生徒が
応援メッセージを寄せ書きしました。石立さ
んの地元福島町では応援看板が立てられ、ブ
ルーミングロードには内田さんの指導する選
手を応援する看板が立てられました。
　市役所の市民ホールでは、各選手の紹介パ
ネル、応援メッセージボードなどの展示を行
いました。

市内も応援一色に

１ブルーミングロードの立
て看板 ２平田さんのＴシャ
ツを着て応援する地元企業 
３根上中学校で作成された
平田さんへの応援メッセー
ジ４福島町の石立さんの立
て看板５平田さんを応援す
る根上中学校生徒６７市役
所市民ホール展示の様子

１

３ ４

２

５ ６ ７



　石川県が誇る伝統工芸品「九谷焼」の産地である能美市と小松
市が協力して地域資源を活用し、九谷焼 /KUTANI の世界発信と地
域のブランド化を目指すプロジェクト KUTANism（クタニズム）。

　今年のテーマは「九谷の技」。絵付けや成形、そしてそれらを支
える原料の力を引き出す技、さらには商人の技など長い歴史の中
で育まれた多くの「技」に着目し九谷の魅力を発信していきます。

　産地での実地とオンライン上でのデュアル開催で、名工の「技」が落とし込まれた作品の展示を行います。

地元のお店が大集合！能美市・小松市の九谷焼が買えるお店が集まるプログラム。
あなたのお気に入りを探してみませんか。

▶ オンライン開催　９月 30 日 ～ 11月 14 日
▶ 実地開催　〔リレー開催〕　
①９月 18 日 ～９月 26 日

②９月 29 日 ～ 11 月７日

オープニングトークショー　定員：50名 作家×キュレーター対談　定員：50名

絵付けワークショップ（全２回）　定員：各回 10名

テーマ  「九谷焼の多様性が生まれる土壌」
登壇者  山崎達文さん（金沢学院大学名誉教授）
聞き手  秋元雄史さん（KUTANism 総合監修、練馬区立美術
館館長）
日　時  ９月 18 日 13 時 30 分～ 15 時

テーマ  「能美の九谷焼と自作について」
登壇者  山岸大成さん（陶芸家）
聞き手  中矢進一さん（能美市九谷焼美術館 館長）
日　時  ９月 19 日 10 時 30 分～ 12 時

①赤で骨描きした素地（飯碗）への赤
絵細描、色絵付けを体験できます。
※後日焼成した作品をお渡しします。
日　時 ９月 20 日 13 時～ 16 時
講　師  福島武山さん（陶芸家）
対　象 小学校４年生以上
参加費 2,500 円（送料別）

②素地（６寸平皿）への色絵付けを体験できます。
※絵付けの見本として講師が描いた型紙を準備
します。※後日焼成した作品をお渡しします。
日　時  ９月 23 日 13 時～ 16 時
講　師  山田義明さん（陶芸家）
対　象  小学校４年生以上
参加費  1,200 円（送料別）

各種イベント
KUTANism に伴って開催される様々なイベントに参加して、九谷焼を満喫してはいかがでしょうか？

会場 サイエンスヒルズこまつ

イベント申込方法 ● KUTANism ホームページよりお申し込みください。
　　　　　　　　　　●お名前・メールアドレス・電話番号が必要です。

問い合わせ　クタニズム実行委員会事務局（☎ 24‐8130 23‐6404）

EXHIBITION（エキシビション）　名工選「NEXT 九谷 vol．Ⅲ」展

KUTANism（クタニズム）

SHOP（ショップ）

会　場　サイエンスヒルズこまつ（小松市こまつの杜２番地）
　　　　９時～ 17 時（入館は 16 時 30 分まで）※会期中無休　一般 500 円　大学生・専門学校生 300 円　
　　　　高校生以下および 18 歳未満、障がい者手帳をお持ちの方と付添者（１名）無料

会　場　能美市九谷焼美術館｜浅蔵五十吉記念館｜（泉台町南１番地）
　　　　９時～ 17 時（入館は 16 時 30 分まで）　毎週月曜日休館（祝日の場合は翌平日休館）
　　　　一般 430円（団体 20 名以上 370円）　75 歳以上 320 円
　　　　高校生以下および障がい者手帳をお持ちの方と付添者（１名）無料
　　　　※五彩館・浅蔵五十吉記念館との共通入館券となります。

お申込みは
こちら→

福島礼子さんの作品

上端伸也さんの作品

市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍
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左から日本郵便（株）加賀南部地区連絡会能美
部会長の地中辰口郵便局長、井出市長、加賀南
部地区連絡会統括局長の新谷川北郵便局長

15

29

1850

26

５色の平板ブロックを埋め込みました。

11

整備事業の完成を喜びました。

右から日本ガイシ㈱の金子石川工場長、NGK セ
ラミックデバイス㈱の塚本さん、井出市長、日本
ガイシ㈱の高島さん、NGKセラミックデバイス
㈱の長谷川石川工場長

17

7

14

6
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南さん 後口さん

この事業は宝くじの社会貢献広報事業として、宝く
じの助成により行われているものです。

左から佐々木さん、井出市長

31

62

市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍

12

7

10

献花をする井出市長

8

3

16

武腰敏昭さん

改組 新 第６回日展出品作

無鉛釉「朧げな記憶」

無鉛釉陶壁「王鳥」

武腰さんが手掛けたビッグモニュメント
「『甦』世紀をこえて」（九谷陶芸村）

武腰さんの主なあゆみ

旧寺井野町（能美市）
に生まれる

金沢美術工芸大学卒業
日展初入選

日展特選

日展内閣総理大臣賞
日本芸術院賞受賞

日本芸術院会員に就任
日展常務理事

始球式（投手：井出市長、打者：佐々木紀
衆議院議員、審判：本裕一能美市商工会長）
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問 /福祉課（☎ 58‐2230 58‐2294）

「聴覚障がい者意思疎通支援バンダナ」を配付しています

　市では、災害時などに「耳がきこえないこと」を周
りの人に知らせる「聴覚障がい者意思疎通支援バンダ
ナ」を配付しています。
　バンダナに描かれているイラストを指さすことで、
「あたまが痛い」「薬がほしい」「代わりに電話をかけ
てほしい」など自分の意思を示すこともできます。
　９月１日は「防災の日」です。日本は自然災害の多
い国です。この機会に防災グッスのひとつとして準備
しませんか。
　また、このバンダナを持っている人を見かけたら、
「口元を見せてゆっくり話す」「筆談で対応する」など、
きこえない人・きこえにくい人への配慮をお願いしま
す。
▶ 配付対象者
・身体障害者手帳（聴覚障害）所持者
・身体障害者手帳はないが、難聴・きこえにくい人

▶ 受取方法
①「能美市聴覚障がい者意思疎通支援バンダナ交付申
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の申請書は、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枚のみお渡しできます。

園児が描いたぬりえを「のみバス」車内に展示しています

　市内保育園の年長園児が描いた「のみバス」のぬり
えが車内の広告スペースに展示されています。園児の
皆さんが考えた個性豊かな「のみバス」が車内を彩っ
ています。展示は、観光ルート（土・日・祝日）と連
携ルート（平日、特定車両）にて、園毎に期間を設け
て行っています。詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。
▶ 掲示期間　８月 11 日 から 11 月２日 まで

問 /地域振興課（☎ 58‐2212 58‐2291）

新たに介護の仕事に就いた方への応援金制度

介護のお仕事応援金

衆議院議員総選挙の日程に応じて選挙期日が変更になる場合があります。
その場合は、投票できる人の要件や期日前投票等の期間も変更となります。

家賃補助
　能美市内の介護事業所等で働く方を応援するため、
新たに介護職員として就職された方に 10 万円、さら
に能美市内のアパート等に入居している際には、賃貸
料の一部を補助します。

▶ 対象者　能美市に住所がある方
▶ 要件　令和３年４月１日以降に能美市内の介護事
業所等に就職し、直接介護の実務に携わっていること。
週 20時間以上勤務していること。
※1年未満で離職した場合は全額もしくは一部返還となります。

▶ 補助金額　10 万円

問 /福祉課（☎ 58‐2230 58‐2294）

問 / 市選挙管理委員会（☎ 58‐2200 58‐2290）

▶ 投票日時　令和３年 10月 10 日 　７時～ 20 時
▶ 投票できる人　平成 15年 10 月 11 日までに生まれ
た人で、令和３年７月２日以前に能美市に住民登録を
し、引き続き選挙の投票日まで住所がある人です。
選挙の投票日までに能美市から転出された人は投票で
きません。
▶ 第１投票区の投票所変更のお知らせ

▶ 期日前投票
　投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方
は、期日前投票をすることができます。期日前投票が
できる日時と場所は下表のとおりです。

期日前投票所を設ける場所 開場期間および時間
市役所本庁舎　大会議室２・３

寺井地区公民館　展示室
根上学習センター　講堂
※以前の根上サービスセンターから
変更

変更前 変更後 対象町内会

根上サービスセンター
研修室

根上中央児童館
プレイルーム
（中町子 88番地）

▶ 不在者投票
　投票日当日に一定の事由に該当すると見込まれる方
は、不在者投票ができます。
・仕事などで他の市町村に滞在している方
・県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなど
の施設に入院・入所している方
・身体に重度の障がいがある方など一定の要件を満た
す方
▶ 不在者投票ができる期間
令和３年 10月４日 ～ 10月９日
▶ 新型コロナウイルス感染症対策について
　投票所では、事務従事者のマスク着用、定期的な消
毒などの感染症拡大防止対策に取り組みます。有権者
の皆さまにも次の対策にご協力をお願いいたします。
・投票所でのマスク着用、咳エチケット
・投票所出入口での手指消毒、帰宅後の手洗いうがい
・投票所でのソーシャルディスタンスの確保
・鉛筆やシャープペンシル（ボールペン不可）の持参
※ 37.5 度以上の発熱又は体調不良等の場合は、必ず
事務従事者にお申し出ください。

▶ 対象者　介護のお仕事応援金の対象者で、能美市
内のアパート等に入居されている方（賃貸住宅の契約
者本人であること）
▶ 補助金額　賃貸料の３分の１（最大 5,000 円 / 月）
▶ 補助期間　最大２年間

詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい（右記ＱＲコード）。

16

10 月 10 日 執行予定能美市議会議員選挙
（衆議院議員総選挙の日程に応じて選挙期日が変更になる場合があります）
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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

９月５ 日 ９時～ 16 時

市役所本庁舎 市民サービス課

26、 、12

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

国民健康保険税（第６期）、後期高齢者医療

保険料（第６期）、介護保険料（第６期）、上

下水道料（７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、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

９ 30月 日振替日

今月の口座振替

くらしに関する情報をお知らせします
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問 /市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

▶ 出張申請受付

▶ 休日申請受付

※９月５日 、12 日 、26 日 は、下記の日
程でマイナンバーカードの交付も行います。

・能美市に住民登録がある方
・本人が会場に来ることができる方
※ 15 歳未満の方等は、本人と法定代理人が一緒に来ることが
できる場合のみとなります。

・はじめてマイナンバーカードを申請する方
・申請から２か月以内に住所変更する予定のない方

Ａ

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード（写真付
き）、身体障害者手帳、運転経歴証明書（交付年
月日が平成 24年４月１日以降のもの）、特別永住
者証明書、在留カードなど

Ｂ

健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手
帳、各種年金証書、社員証、学生証、学校名が記
載された書類等で、「氏名・生年月日」または「氏
名・住所」が記載されているもの

当日お持ちいただくもの

申請できる方

受付会場 受付日 時間
辰口福祉会館
大ホール ９月１日 18時～ 20 時

根上総合文化会館
小ホール ９月３日 13時～ 15 時

寺井地区公民館
101 会議室 ９月 10日 18 時～ 20 時

受付会場 受付日 時間

能美市役所
本庁舎１階
市民サービス課

９月５日
９時～正午
13時～ 16 時９月 12 日

９月 26 日

① 通知カード※返納のため

② 本人確認ができる書類（原本）

以下のＡから２点またはＡ・Ｂから１点ずつ

※Ｂから２点でも受付できますが、その場合、通知カードの返
納または個人番号通知書の提示が必須です。
※ 15 歳未満の方等に同行する法定代理人も本人確認書類が必
要です。代理権の確認書類（戸籍謄本等。ただし、同一世帯の
親権者等は不要）もご用意ください。

③ 顔写真

　縦 4.5cm ×横 3.5cm １枚、最近６か月以内に撮影、
無帽、正面、無背景のもの（裏面に氏名と生年月日を
ご記入ください）☆当日会場で写真撮影もできます
④ 住民基本台帳カード（お持ちの方）※返納のため

　９月をマイナンバーカード普及強化月間として、下記の日程でマイナンバーカード出張申請受付・休日申請受付を
行います。受付後、１～２か月程度でマイナンバーカードは郵便で送付されます。当日、写真撮影も可能です。また、
令和３年４月からマイナンバーカードをはじめて申請される方に「のみ共通商品券」1,000 円分を贈呈するマイナン
バーカードプロモーション事業を行っています。この機会にぜひマイナンバーカードをつくりましょう。
※新型コロナウイルス感染症の状況などにより、延期または中止する場合があります。
※平日は能美市マイナンバーカードヘルプデスク（９時～ 16 時、市民サービス課内）にて申請受付を行っています。

初級英語講座 各講座の共通事項　

初級ポルトガル語講座

初歩ロシア語講座

▶ 講師　ブシマキン・バジム
▶ 期間　10 月２日～ 12月４日の土曜日（全 10 回）
▶ 時間　13 時 30 分～ 15時

各講座はオンライン開催（ZOOMによる授業）とな

ります。

● 講師　能美市国際交流協会職員
● 対象　市内に在住・在勤・在学の方（中学生以上）
　　　　※市外の方は、ご相談ください。
● 定員　15 名　※４名以上で開講
● 受講料　2,500 円（全 10 回分）
● 申込締切　９月 22 日
希望する方は、①講座名、②氏名（ふりがな）、
③連絡先（住所・電話番号・メールアドレス）、
④学習年数　をメールでお知らせください。

▶ 講師　吉髙ミレーナ
▶ 期間　10 月５日～ 12月 14 日の火曜日（全 10 回）
▶ 時間　19 時～ 20 時 30 分

▶ 講師　ブシマキン・バジム
▶ 期間　10 月２日～ 12月４日の土曜日（全 10 回）
▶ 時間　15 時 30 分～ 17時

申・問 / 能美市国際交流協会（☎ 57‐3751 jimu@niea.iki-iki-nomi.net）

令和３年度秋季外国語講座　10月から開講 【受講生募集】

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種（定期）のご案内

問 /健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

　高齢者の肺炎球菌感染症予防接種（定期）が始
まります。対象となる方には、８月末に郵便でご
案内しています。希望する方は肺炎球菌感染症予
防接種のお知らせと予診票を、切り取らずに持参
し、指定医療機関で接種してください。
▶ 一部負担金　2,200 円　
（介護保険料第１～３段階に該当する方は 1,100 円、
生活保護受給世帯の方は無料）
　※令和３年８月１日以降に介護保険料が１～３段階
に確定または変更になった方、生活保護受給世帯とな
った方は、健康推進課までご連絡ください。
▶ 接種期間
令和３年９月１日 ～令和４年３月 31 日

対象者生年月日

65歳 昭和 31 年４月２日～昭和 32 年４月１日
70歳 昭和 26 年４月２日～昭和 27 年４月１日

75歳 昭和 21 年４月２日～昭和 22 年４月１日
80歳 昭和 16 年４月２日～昭和 17 年４月１日

85歳 昭和 11 年４月２日～昭和 12 年４月１日
90歳 昭和 ６年４月２日～昭和 ７年４月１日

95歳 大正 15 年４月２日～昭和   ２年４月１日
歳 大正 10年４月２日～大正 11 年４月１日

▶ 対象者　次の①②いずれかに該当する人で、過去
に 23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接

種していない方

① 65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方

②満 60 ～ 65 歳未満で、身体障害者手帳内部障害
1級相当の方
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　市内の飲食店情報を紹介するｗｅｂページ「能美の
飲食店」に掲載する市内飲食店を募集します。店舗や
メニューの情報を全国へ発信できます。
▶ 応募条件　飲食店営業許可を有している市内飲食
店（テイクアウト専門店も可）
▶ 掲載料　無料
▶ 応募方法　応募用紙およびアンケート用紙を記入
して、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。
▶ 提出期限　９月 30 日 必着
▶ 提出場所　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）
ht t p s : / /www. c i t y . n om i . i s h i k awa . j p /www/
contents/1626682387778/index.html 

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、市
民の皆さまの家計に役立てていただくとともに、市内
の施設・店舗を皆様の買物や飲食、サービス利用等
を通じて応援する「のみ応援特典券」が、広報のみ 7
月号の巻末に２枚綴じ込まれています。利用期間は令
和３年９月 30 日 までです。なお、特典券利用者
の中から抽選で 50 名様に 5,000 円相当の「スペシャ
ルギフト」プレゼントもありますので、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。
▶ 利用期間　７月１日 ～９月 30 日
▶ 利用方法
・広報のみ 7月号に綴じ込まれた「のみ応援特典券」
を切り離し、施設・店舗での会計
時にレジへ提出してください。
・1 回のお支払いにつき特典券 1
枚が利用できます。
・4,000 円（税込）以下の利用で
５割引き、4,000 円（税込）を超
える利用で 2,000 円引きになりま
す。

　令和３年４月末までにマイナンバーカードの交付申
請を行った方が、マイナポイントの申込み及び申込ん
だキャッシュレス決済サービスを用いてチャージ又は
決済を行うことで、マイナポイントを取得することが
できる期間が、令和３年９月末から令和３年１２月末
までに延長されました。
　詳しくは、マイナポイント公式サイトをご覧くださ
い。（下記QRコード）
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

　今年度から市主催の敬老会は開催せず、町会・町内
会で開催する敬老事業を支援することにいたしまし
た。詳しくは福祉課までお問合せください。

　スポーツフェスティバル in てらい、スポーツフェ
スティバル in たつのくちは、各地区の実行委員会に
おいて、新型コロナウイルス感染症拡大状況を鑑み、
実施することは困難と判断し、このたび中止が決定し
ました。
　各地区における市民の皆様方には、誠に申し訳あり
ませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

問 /観光交流課（☎ 58‐2211 58‐2297）

問 / 商工課（☎ 58‐2254 58‐2266）

問 / 市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

問 / 福祉課（☎ 58‐2230 58‐2294）

問 / スポーツ振興課（☎ 58‐2273 55‐8555）

飲食店を募集します

のみ応援特典券の利用は
９月 30日 までです

マイナポイント事業が
延長されました

スポーツフェスティバル
中止のお知らせ

　「誰もが自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて相談事業や啓発活動を実施します。
　人間関係やストレス・経済的な問題等様々な要因により、不安やイライラ、恐怖、怒り、気分の落ち込み、不眠など、
こころやからだに様々な変化が起こりやすくなります。こうした反応は特別なものではなく、「誰でも起こりうる自然
な反応」です。こころの不調が続く場合は、1人で抱え込まず、相談機関や医療機関などに相談してください。

問 /健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

９月 10日～ 16日は「自殺予防週間」です

敬老会について

　石川県が開設している電話相談です。
相談料は無料です（別途通話料がかかります）。
　専門の職員（精神保健福祉士・心理士・保健師等）
が対応します。ひとりで悩まず、お話しを聞かせてく
ださい。

こころやすらぐ本の貸し出しや相談窓口の紹介を行い
ます。
▶ 期間　９月１日 ～ 30日
▶ 場所　寺井図書館
▶ 問い合わせ　寺井図書館
（☎ 57‐8400 57‐8401）

精神科医がこころに関する相談に対応します。
▶ 日時　毎月第２水　午前９時 30分～ 11時 30 分
※相談時間は１人１時間

▶ 場所　健康福祉センター「サンテ」
▶ 問い合わせ　健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

弁護士が多重債務、家族のトラブル・職場のトラブル
などの相談に対応します。
▶ 日時　９月 10 日 13 時 30 分～ 15時 30 分
※相談時間は１人 30 分

▶ 場所　健康福祉センター「サンテ」
▶ 問い合わせ　健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

石川県こころの相談ダイヤル

こころやすらぐブックフェア

こころの相談（要予約・無料）

暮らしとこころの相談会（要予約・無料）

こころの体温計

☎０７６-２３７-２７００
【24 時間 365日対応】

ｗｅｂページ

ファミリー・サポート・センター養成講座　（後期）
受講生を募集します

 申・問 / 能美市ファミリー・サポート・センター（☎ 58‐6230 58‐8500）

　能美市ファミリー・サポート・センターでは子育てのお手伝いをしていただける方を対象に子育てについてのかか
わり方の基礎を学べる養成講座を行います。関心のある方はぜひ受講し、子育て応援活動をしてみませんか。　
　受講後はファミリー・サポート・センターの協力会員としてご都合にあわせて活動していただくことができます。
【養成講座】

▶ 対象　市内在住の方（20 歳以上）
▶ 会場　ふれあいプラザ２階
　　　　（寺井町た８番地１）
▶ 受講料　無料
▶ 持ち物　筆記用具

日程 時間 内容

10時
～
12時

精神・発達障害についての基礎知識と関わり方

子育て支援の意義と役割について
子どもの心と身体の発達とその問題について

安心安全に支援するための事故防止 （リスクマネジメント）

▶ 申込締切　９月 10 日
※託児あります。事前に申込が必要です　
※リスクマネジメントの講座は必須です。欠席の場合は、次年度養成講座に受講してください。

お申込みは能美市ファミリー・サポート・センターまでお電話ください。

簡単な質問に回答し、ストレスや落
ち込み度を確認できるセルフチェッ
クシステムです。能美市ホームペー
ジからアクセスできます。



くらしに関する情報をお知らせします
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問 /子育て支援課（☎ 58‐2232 58‐2293）

　放課後児童クラブは、働く保護者が安心して仕事が
できるように放課後から帰宅までの時間を支援する場
です。家庭で保護者に代わり保育できる人がいる児童
については、入会できない場合もあります。
▶ 受け入れ対象　保護者の就労などにより日中留守
家庭となる小学生
▶申込書配布・提出期間

10 月１日 ～ 10 月 14 日
▶ 申込方法　各放課後児童クラブにある申込書に必
要事項を記入し、希望する放課後児童クラブに提出し
てください。

能美市放課後児童クラブ一覧表

クラブ名　 児童館等名 所在地 電話番号
根上北部放課後児童クラブ 根上北部児童センター 福島町ろ 62－３ 55‐5838
根上中央放課後児童クラブ　 根上中央児童館 中町子 88 55‐0055
福岡放課後児童クラブ 福岡児童館 福岡町甲 30 55‐3187
寺井放課後児童クラブ　 寺井中央児童館 寺井町中 84 58‐5425
長野放課後児童クラブ 長野放課後児童クラブ 大長野町ニ 130 － 1 57‐2130
湯野放課後児童クラブ 湯野児童館 佐野町ラ 70 57‐0340
粟生放課後児童クラブ 粟生児童館 粟生町東 25 58‐5032
辰口中央放課後児童クラブ 辰口中央児童館 倉重町戊 33－１ 51‐3222
辰口緑が丘放課後児童クラブ 緑が丘児童館 緑が丘九丁目１ 51‐5545
辰口宮竹放課後児童クラブ 宮竹児童館 宮竹町ハ７－１ 51‐5532
辰口国造放課後児童クラブ 国造児童館 和気町い 62 51‐5735
ひすいすい放課後児童クラブ 共生型福祉施設G‐Hills 緑が丘十一丁目 49－１ 51‐7776
WiWi キッズクラブ 特定非営利活動法人WiWi キッズクラブ 下開発町ア 100 －１ 070‐4319‐5079

令和４年度　放課後児童クラブ入会申込受付

▶注意事項
・現在入会している場合も毎年申し込みが必要です。

・詳細については各放課後児童クラブへお問い合わせ
ください。
・申込人数により希望する放課後児童クラブに入会で
きない場合があります。
・今年度より、学校長期休暇期間中のみ利用希望の方

も申し込みをお願いします。

問 /子育て支援課（☎ 58‐2232 58‐2293）

▶申込書配布・提出期間

10 月１日 ～ 10 月 14 日
▶  申込方法
市内保育園、子育て支援課にある「給付認定（現況）
申請書兼入園申込書」に記入し、提出してください。
▶提出先
能美市内の保育園に入園希望の場合

　入園を希望する市内保育園
　受付時間　月～金：８時 30分～ 18 時
　　　　　　　土　：８時 30分～ 12 時 30 分

能美市外の施設等に入園希望の場合

　子育て支援課
　受付時間　月～金：８時 30分～ 17 時 15 分

●通常保育時間　８時から 16時まで
●延長保育時間　７時 30 分から８時まで／ 16 時 30 分から 19 時まで　※勤務時間の関係で、必要とされる場合
●早朝保育時間　７時から　※勤務時間の関係で、必要とされる場合
●病後児保育　病気の回復期にあり、勤務の都合により家庭保育が困難な場合
●休日保育　保護者の勤務の都合上、必要な場合

能美市内保育園一覧表

保育園名 定 員 所　在　地 電 話 番 号 受入年齢

公立 大 釜 屋 135 大浜町ム 59 55‐1082 ６か月から ○ ○

公立 福　　岡 150 福岡町甲 25 55‐0662 ２か月から ○ ○

公立 根上南部 210 道林町寅 10 55‐0084 ２か月から ○

公立 大　　成 130 大成町ヌ 38 55‐0322 ２か月から ○

公立 寺　　井 170 寺井町た８－５ 57‐0323 ２か月から ○ ○

公立 長　　野 150 大長野町ニ 130 －１ 57‐0430 ２か月から ○ ○

公立 湯　　野 190 佐野町ワ 35 57‐1161 ６か月から ○

公立 粟　　生 210 三道山町ヘ 31 57‐0284 ２か月から ○ ○

公立 豊　　美 70 東任田町ロ 16 57‐1180 ６か月から ○ ○

公立 宮　　竹 120 宮竹町 230 51‐2361 ２か月から ○

公立 辰　　口 190 辰口町 173 －３ 51‐2284 ２か月から ○ ○ ○

公立 寿 135 徳久町ニ８ 51‐2169 ２か月から ○

公立 国　　造 120 和気町い 12 51‐2473 ６か月から ○

公立 緑 が 丘 150 緑が丘三丁目 43 51‐4444 ２か月から ○ ○

私立 120 福島町ヘ 61 55‐0288 ２か月から ○ ○

令和４年度　保育園入園申込受付

▶ 注意事項
・現在入園している場合も、毎年申し込みが必要です。

・能美市外の保育園および認定こども園に入園希望の
場合も同様に申し込みが必要です。
・令和４年度途中の入園を希望される人（年度途中に
仕事復帰される人、妊娠・出産に伴う育児休暇明けの
人）も期間中にお申し込みください。
・申込期間を過ぎた場合、人数などにより受け入れで
きない、または、希望に添えない場合があります。

令和４年度　小学校入学児童就学時健康診断のご案内

問 /教育総務課（☎ 58‐2270 55‐8530）

　就学時健康診断は、来年４月から小学校へ入学する
お子さんが楽しい学校生活を送れるようにあらかじめ
心身の状態を把握するために実施するものです。
　該当の保護者へ実施日前に個別に通知しますので各
会場で受診してください。
　やむを得ない理由で欠席する場合はお早めに教育総
務課へご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、マスク
の着用をお願いいたします。
▶対象者生年月日
平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日生まれ

実施日 開始時間

浜小学校 10月 ８日

午　後

福岡小学校 ９月 24日

寺井小学校 10月 21 日
粟生小学校 10月 15 日

湯野小学校 10月 12 日
辰口中央小学校 10月 13 日

宮竹小学校 ９月 30日
和気小学校 10月 27 日

▶会場および日程

※開始時間の詳細は通知内容をご確認ください



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。

※９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

９月の替わり湯は『健美泉』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 ９月７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 10 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）

能美市総合文化祭で展示する、絵や書・
手芸などの作品を募集します。どなた
でも１人１点まで出品いただけます。
展示場所  根上総合文化会館   円形ホール
申込方法  申込用紙に必要事項をご記入
のうえ、ご提出ください。
用紙は、市民サービス課、根上・寺井
サービスセンター、根上総合文化会館、
寺井地区公民館、各図書館、辰口地区
の各コミュニティセンターにありま
す。市ホームページからもダウンロー
ドできます。
締 10 月 15 日㈮
作品搬入  11 月４日㈭ 13 時～ 20 時
作品搬出  11 月７日㈰ 15 時～ 20 時
申 問 まなび文化課（☎ 58‐2272  55
‐8555）※新型コロナウイルス感染症の感染
拡大状況によっては中止する場合があります。

生きがいづくりと介護予防の促進や、
健康寿命の延伸を目的に、県内３会場
にて講座を開催します。
受講期間  令和３年 10 月～令和４年 9 月
受講対象者  石川県在住の 60 歳以上の方
申 問 石川県社会福祉協議会　長寿生き
がいセンター（☎ 076‐258‐3135 
076‐258‐3149）
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/
ishikawachoujudaigaku.html

市文化祭　一般展示作品募集

いしかわ長寿大学
令和３年度受講生を募集します

催

催

募

９月は水道メーターの検針月です。15
日～末日の間に検針員が検針に伺いま
すので、検針期間中はメーターボック
スの上に物を置いたり、駐車しないよ
うご協力をお願いします。
問  上下水道課
（☎ 58‐2260 58‐2296）

水道メーター検針のお知らせ
知

クエストマップ（問題用紙）を持って、３つのエリアの観光地に設定されたクイズに
挑戦。正解者には抽選で、加賀の國６温泉の宿泊券、６市町のグルメなど特産品をプ
レゼント。また各エリアのチェックポイントで解答を提出すれば参加賞で「加賀の國
オリジナルうまい棒」がもらえます。参加費無料。
期令和４年１月 10日 まで
問加賀地域連携推進会議（オール加賀会議）事務局
（小松市観光文化課）（☎ 24‐8076 23‐6404）
問題用紙のダウンロードなど、詳細は特設サイト
（https://yodaka.info/event/2107kaganokuni3）（右記QRコード）
をご確認ください。

南加賀６市町クイズラリー
「加賀の國ご当地クエスト３」

催

霊峰白山の四季折々の眺望をとらえた
写真や絵画（洋画、日本画、切り絵、
ちぎり絵など）を募集します。
写真部門、絵画部門の両部門に大賞及
び加賀の國首長賞などを予定していま
す。
応募方法 メール、郵送、
持参で応募ください。
詳細な募集要項はお問
い合わせください。
締令和４年３月 31日㈭
申 問 加賀地域連携推進
会議（オール加賀会議）事務局
小松市まちデザイン課（☎ 24‐8099
toshikei@city.komatsu.lg.jp）

第７回白山眺望大賞作品募集
募

応急手当の方法を身につけたい方へ定
期講習会を実施します。講習では、心
肺蘇生とＡＥＤの使用方法、止血処置、
異物除去などを学ぶことができます。
期 10月９日㈯ 13時～ 16時
所  市防災センター
定 15 人（市内在住または在職の方） 
その他 持ち物は特にありません。動き
やすい服装でお越しください。また、
マスクの着用などの感染防止対策を
ホームページ上に掲載してありますの
でご確認ください。
申 問 消防本部 警防課
（☎ 58‐5119 58‐6299）

応急手当定期講習会
催

対 うつ病等患者の家族
期 10 月 14 日㈭ 14 時～ 16 時
所 石川県南加賀保健福祉センター１階
大会議室（小松市園町ヌ 48番地）
内 講演「うつ病の理解と対応」と家族
交流会
講師および助言者：加賀温泉駅前ここ
ろクリニック 長谷川 英裕 さん
その他  参加費無料、要事前申込。
10月７日㈭までに電話で申し込みく
ださい。
申 問 石川県南加賀保健福祉センター　
健康推進課（☎ 22‐0796 22‐0805）

うつ病家族教室を開催します
催

市が設置している各世帯・事業所等の
水道メーターを２か月ごと（奇数月）
に年６回、ハンディーターミナル（携
帯用情報端末）で検針するお仕事です。
対目安として 20 歳～ 70 歳までの健康
な方（男女問いません）
・女性の方が多数活躍しています。
・お仕事内容など気になることがあり
ましたら、下記お問い合わせ先までご
連絡ください。
問 能美市水道量水器検針業務受託者　
能美市管工事協同組合　業務管理セン
ター（☎ 55‐1206）

募

平成26年度から令和２年度まで、都市
再生整備計画に基づき、寺井地区の能美
東西連絡道路、ふれあいプラザなどの整
備に取り組んできました。下記期間、事
後評価原案を公表し、皆様からのご意見
を募集します。
公表期間  ９月 17 日㈮～９月 30日㈭
公表場所  市ホームページおよび能美市
役所寺井分室まち整備課窓口
意見募集方法メール、ＦＡＸ、郵送
意見提出先 問 まち整備課
（☎ 58‐2251  58‐2298
machiseibi@city.nomi.lg.jp）

知

申し込み方法 市販の履歴書に必要事項を記入の上、能美市ふるさと振興公社事務局へ提出もしくは郵送してください。
試験について 書類選考による面接です（日程は、申込者に直接連絡いたします）。
申 問（公財）能美市ふるさと振興公社事務局（☎ 52‐8008  52‐8012）〒 923‐1245  能美市辰口町ヌ 10番地

募集職種 採用予定人数 勤務時間 勤務地 受験資格・その他

物見山運動公園
管理人（時間給）

１名 ９時～ 17 時の間　４時間程度 物見山陸上競技場
64 歳未満の陸上競技審判員経験者で、
市内またはその周辺に居住する通勤可能
な人

放課後児童クラブ
支援員（時間給） １名

（交代制）
① 14 時～ 18時
②７時 30 分～ 19 時の間の４時間

辰口地区児童館
保育士、社会福祉士、学校教育法の規程
による教諭となる資格を有する人また
は、児童クラブの指導に意欲のある人

◆職種・資格

（公財）能美市ふるさと振興公社　パート職員募集
募



消費期限と賞味期限の違いを知っていますか

消費期限…食べても安全な期限のことです。期限を過ぎたら食べないほうが良いもので、お弁
当やサンドイッチ、ケーキなど傷みやすい食品に表示されています。
期限内は安全に食べられるので、すぐに食べる食品は陳列棚の手前から買いましょう。

賞味期限…おいしく食べることができる期限のことです。カップ麺や缶詰など、傷みにくい食
品に表示されています。期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。

夏場は気温や室温が高く食品が傷みやすい時期です。「買いすぎない」「使い切る」「食べきる」といったライフスタイルを実践し、消費期限、
賞味期限だけでなく保存方法にも気を付けましょう。

ひぽ・ゆずの　　  でえこっさ

問い合わせ　生活環境課

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！

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

ＳＤＧｓの理解を深め、地域と行政が連携し行動する仕組みづくりスタート
～第１回のみＳＤＧｓ円卓会議を開催～

　７月 21 日、辰口福祉会館交流ホールで「第１回のみ
SDGs 円卓会議」を開催しました。のみ SDGs 円卓会議は、
行政と地域が連携し、SDGs の視点で地域の課題を解決す
るまちづくりの推進について、様々な立場の人を交えて議
論する場です。
　第１回は今年度、取り組む３つのテーマについて意見
交換を行いました。会議の冒頭で、井出市長は「日本一、
SDGs に市民が参加するまちとしたい」と挨拶しました。

①情報発信・相談窓口

・SDGs を身近に感じられる工夫があると良い
・自分が「できていること」と「これからしたいこと」
を把握できる仕組みがほしい
・ホームページだけではなく対面の窓口や、地域に直
接出向く出張相談窓口や出張講座なども必要
②パートナーシップ制度

・企業と市民がダイレクトに交流できる仕組みづくり
をしたい
・「学校」というフィールドを借りて、企業と子ども
がともに学習したり、プロジェクトをつくるような企
画が生まれると良い
・能美市版の SDGs 認証制度があるとわかりやすいの
ではないか
③のみ指標

・「共助」のまちづくりに向けて、数字では測れない
市民の価値観、心の豊かさを測るものにしたい
・市民の声を直接聞いて反映し、独自性があるものに
したい
・市民にどのようにしたら、納得感を得てもらえるか
検討する必要がある

●能美市ＳＤＧｓの取り組み
　能美市は昨年度、SDGs 未来都市に選定されました。

SDGs 未来都市計画の中で、能美市が 2030 年にありたい

姿として掲げたのが「暮らしやすさを日本一、実感できる

まち」です。この実現のために次の３点を目指していきま

す。

＜市民力・地域力で自立したまち＞

＜地域経済が好循環し、地域コミュニティが活発なまち＞

＜魅力ある「能美ブランド※」を発信するまち＞

※能美ブランド…モノだけではなく、モノを生み出す地域の人
も含めた魅力や、能美市でしか体験できないコトの魅力などす
べて

●今年度の取り組みテーマ
①「情報発信」「相談窓口」…SDGs を身近に感じてもら

えるように、様々な情報が詰まったホームページ、SDGs

の取り組み方を相談できる窓口の設置に向けた制度設計

②「パートナーシップ制度」…市民団体や企業などが

SDGs パートナーとなって様々な地域活動を行えるような

制度の構築

③「のみ指標」…SDGs の達成を測るものさしとして能美

市独自の指標づくり

円卓会議での主な意見

　今後、のみ SDGs 円卓会議メンバーがテーマ
ごとに分かれ、専門知識のある人などをさらに
交え、取り組みテーマの具現化を図る「専門分
科会」、SDGs を広く市民へ普及し理解するきっ
かけとする「市民ワークショップ」を開催して
いく予定です。

円卓会議の様子

意見をまとめた
模造紙

令和４年２月実施予定の第６回のみ検定に向けて、
今月から練習問題を掲載いたします。

【第１問】プロトランペッターの大野俊三さん（能美市観光大使）が作曲し、女優の大月さゆさん（能美市観光大使）が
　　　    ボーカルを務めた能美市合併 10 周年記念曲は次のうちどれか。

　①のみの歌　②のみ音頭　③ Song Of Nomi　④ Nomi music

【第２問】　東京オリンピック 2020 で平田しおりさん（大成町出身）が出場した競技は、混合 10メートルエアライフル団
　　　　　体、10メートルエアライフルとあと一つは次のうちどれか。

　① 50メートルライフル 3姿勢　② 10 メートルエアピストル　③ 25メートルピストル
　④ 10メートルビームライフル

【第３問】トキとライチョウの両方を見る事ができるいしかわ動物園にて、普段見ることのできない動物の仕草や行動な
　　　    どを観察できる期間限定の人気イベントは次のうちどれか。

　①ライトズー　②ウィンターズー　③ムーンズー　④ナイトズー

のみ検定の受験申込受付は 11月頃を予定しています。挑戦をお待ちしています。
問い合わせ　ふるさと振興公社　（☎ 52‐8008 52‐8012）

練習問題に挑戦！

答えはページの下部にあります

【のみ検定練習問題答え】第１問　③／第２問　①／第３問　④



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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　今回は前回に引き続き「こどもミュージアム　のみっけ」をご紹

介。「のみっけ」内は「うみゾーン」「まちゾーン」「やまゾーン」

に分かれています。

　「うみゾーン」には、根上海岸の砂浜で子育てをするコアジサシ

などの海鳥の巣をイメージした赤ちゃん用の「海鳥の巣ベッド」な

ど、小さなお子さまが楽しめる遊具を多く配置しており、ハマナス

や松林をイメージしたパーテーションで他のゾーンと区切ること

で、低年齢のお子さま連れのご家族も安心してご利用いただけるよう配慮しています。

　「まちゾーン」には、国指定史跡能美古墳群をイメージした古墳クッションを配置。能美古墳群で見られる古墳は、

形も大きさも様々。古墳クッションの上を飛び跳ねながら、様々な種類の古墳が市内にあることを学べます。

　「やまゾーン」には「七ツ滝滑り台」や「モリアオガエルの卵塊ブランコ」など体を動かして遊ぶ遊具がたくさん。

滑り台の着地点は七ツ滝で見られる魚が描かれていたり、ブランコ周辺には卵やカエルを狙う天敵たちが配置され

ていたりと、遊びながら自然を学べます。

　「のみっけ」の壁面には、それぞれのゾーンを表現する動植物や風景が手描きイラストで描かれています。また、

壁面のパネルや、吹き出しの内容は随時更新。子どもたちの様々な気づきのアシストをします。

　このほか、可愛いモビールや民話パズルなど、楽しい仕掛けがたくさん！ぜひ「こどもミュージアム　のみっけ」

にお越しください。

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②

こどもミュージアム　のみっけ

コ

お Ｎ

ラ

知 Ｅ

ム

ら Ｗせ Ｓ

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

▶会期　９月７日 ～ 11月７日
　石碑とは、石に文字（銘文）を刻んで建立され
たものです。人物の功績や地域の歴史を残すため
など、建立の目的は様々です。
　能美郷土史の会は平成 30年からの４年間で、能
美市内 300 か所以上の石碑を調査しました。
能美の歴史を今に伝えてくれる石碑を写真で紹介
します。また、今回の調査で確認された全石碑を
収録した図録も販売します。

８月 12 日、能美ふるさとミュージアムの来館
者数３万人を達成しました。記念すべき３万人目
の来館者は、市内にお住いの渡邉奈々子さん、彩
乃さん、奏さんご家族です。
　渡邉さんは何度も「こどもミュージアム　のみ
っけ」を利用しており、今回は彩乃さんの希望で
テーマ展示室を観覧されました。「七ツ滝の展示が
面白かった。現地で
キセキレイが見てみ
たい。のみふるにも
また来ます！」と彩
乃さん。ささやかな
がら、のみふるグッ
ズをプレゼントしま
した。

秋季企画展
「能美の石碑ものがたり」

のみふる来館者
３万人突破しました

展 示

無 料

渡邉さんご家族水害記念碑（山田町）二口城跡（西二口町） 和田山慰霊碑
（和田町）

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

台風への備え　停電にも備えましょう

　これから台風が発生しやすい季節になります。台風といえば集中豪雨や強風による被害をイメージしますが、忘れ
てはならないのが停電。生活に必要不可欠な電気が失われたときも想定しておきましょう。

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）

緊急時のため乾電池を備えておきましょう。

　乾電池はさまざまなものに使えますので、
使用する製品の規格に合わせて 50 本程度を備
蓄しておくと安心です。最近は充電式の電化
製品が増えてきていますので、ポータブル蓄
電池も有効です。

直接プラグや USB 端子を挿すことができて

便利です。価格は数万円～と高額ですが、備

えておくと非常時にとても便利です。

感震ブレーカーは、簡易的な
ものであれば工事不要です。
ホームセンターで２～５千円
程度で入手できます。

乾電池や蓄電池で電気の備蓄を！

手回し式であれば
電源不要！

明かりと情報源を確保しましょう

停電からの復旧には数日かかることがありま

す。その間の環境の変化に備えるため、まずは
明かりと情報源を確保しましょう。
　懐中電灯を備える、足元灯で移動経路を照ら
すなど、安全に移動するために明かりを確保し
ましょう。

また、刻一刻と変化する状況の情報を集める

ためのラジオ等も必要です。電池で動くものや
手回し式で使えるものを備えましょう。

復旧でひと安心…？　通電時にも火災などに注意！

停電から数日後、電気が復旧してひと安心…かと思いきや、こ

の時も注意が必要です。
　電気が復旧した時、スイッチが付いたままになっていたヒータ
ーなどが発熱し、近くの布や紙類から出火する可能性があります。
　停電時には電化製品のスイッチを切るとともにコンセントから
電源プラグを抜き、ブレーカーを落としましょう。
　地震による停電の場合は、感震ブレーカーも有効ですので、備
えておきましょう。

➡

おもり玉式 バネ式
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いしかわ動物園にズームイン！

　皆さんは、当園の公式ツイッターをご覧になったことが

あるでしょうか。おもに飼育係が、担当動物の愉快な仕草

や何気ない動きを動画や画像で紹介しており、観覧通路か

らでは見ることのできない、現場ならではの瞬間を提供し

ています。今回は直近のツイートの中から、「いいね」の

数が多かった３点を紹介しましょう（８月１日時点の数）。

　第３位は「モルモットの行進」を紹介した動画で、「938

いいね」をいただきました。逆走して隊列を乱す個体が笑

いを誘います。第２位は開園時から当園を支えてくれた「ト

ラのマドラス死亡」を伝える画像で、「1089 いいね」の反

響がありました。在りし日の優しげなマドラスを写した画

像に届けられた数多くのコメントに、ただただ感謝です。そして第 1位は「レッサーパンダ赤ちゃんの体重測定」

を紹介した動画。「1929 いいね」という、当園のツイッターとして過去最高レベルの高評価をいただきました。

ようやくレッサーパンダらしい姿に成長した様子に、私たち職員も萌えています。

　残暑で家から出たくない方も、忙しくして動物園にお越しいただけない方も、そしてコロナ禍で外出を自粛さ

れている方も、当園の公式ツイッターで、手軽にいしかわ動物園をお楽しみくださいね。

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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体重測定前の赤ちゃん
（ツイッター動画とは異なる写真です）

我が産声を聞きに

白石一文 [ 著 ]
講談社

名香子はある日、肺がんの診断
を受けた夫から、好きな人がで
きたのでその人と治療すると告
げられる。呆然とする名香子だ
ったが、事態は思いもかけぬ方
向へ進んでいき…。コロナ禍の
家族を描く。

おすすめの一般書 おすすめの児童書 おすすめの絵本

シロクマが嵐をこえてきた！

マリア・ファラー [ 作 ]
あかね書房

カラフルなひとりごと

種村有希子 [ 作 ]
ほるぷ出版

大好きなおばあちゃんの物忘れが
ひどくなり、マヤは心配と不安で
いっぱい。ある嵐の翌朝、おばあ
ちゃんとマヤが海岸で見つけたの
はシロクマだった！シロクマのス
ーツケースのタグには「ミスター
Ｐ」と名前が書いてあり…。

夏の落ち葉をふんで、それがやわ
らかいことを知った子。ぐらぐら
していた歯がついに抜けた子…。
まわりから見たらほんのささやか
なできごとだけれど、その子にと
っては特別な瞬間を描いた、子ど
もの心に寄り添う絵本。

コロナ

安心

予防・防ぐ

　江戸後期の文政５年（1822）、加賀藩士武田秀平（号、民山・夕月等）が、
春日山窯跡に民山窯を開窯しました。窯では、素地師の山上屋松次郎（本
多貞吉の高弟）、絵付師の任田屋徳右衛門とその子徳次や、鍋屋吉兵衛ら名
工がおり、絵付は自邸に錦窯を設けて、磁器による色絵の優美精良な鉢、
皿、徳利などを製作しました。中国風文様などが独特のデザインで表現さ
れ、作品には『民山』の銘が記されています。弘化元年（1844）、秀平は没
し、民山窯はその業を閉じます。色絵作品の中でも金彩を加えた赤絵細描
の技法は、赤絵九谷の先駆となり、山代の宮本屋窯（1832‐59）の八郎手
にも受け継がれています。本作は手取りが軽い瓢形の酒甁でおそらくは山
上屋の成形で、ち密な文様中心の赤絵は任田屋の手ではないかと思われま
す。赤絵九谷の系譜を知る上でのイッピン！です。（文・五彩館 館長　中矢）

■「刻む展」（五彩館）
　 伊藤慶二　井上雅子・中田雅巳・齋藤まゆ

■「能美市美術作家協会　書道部展」～９月 26 日
■「能美市美術作家協会　絵画部展」９月 29 日 ～ 10 月 24 日
※会場は五彩館ロビーギャラリー（入館無料）です

■「九谷焼伝統工芸士会作品展」（五彩館）～ 11月 28 日

■展示替えのため休館します９月 28日 「浅蔵五十吉記念館」

９月 14日 ～ 11 月７日
アーティストトーク（列品解説）
※ 10月 23 日 10 時～
作家４名が作品作りに対する想いを語ります。

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。

赤絵小紋竜図大徳利 
サイズ 　胴径 14.7 ／高 29.5cm  
作　者　 民山窯
年　代　 1822（文政５）～1844（弘化元）年   
所蔵先 　能美市九谷焼美術館 | 五彩館｜

今月のイッピン！「民山窯赤絵小紋竜図大徳利」

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　山口 康 さん（古民家民宿経営）※現在休業中
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　左手で「C」を表現し、「パー」の形にした
右手を当てて少し回す。

① -1、① -2　両手てのひらを胸に向け、なでおろす。

① -1、① -2　立てた左手に右手の指先をつけ、前へ押し
出す。

動画で「コロナ予防をして、安全安心」「防災」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
－１

①
－２

①
－２

①
－２

INFO
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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～

32

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

33

同じ振り付けでも、ちょっとした仕草などで個性が出るそうで
す。写真は、民謡まつりのステージで群踊を披露する林さんと
武田さん。

File50 　火釜町

火釜町では、辰口民謡会の民踊が発足す
る前から、歌や三味線の活動が活発だっ
たそうです。写真は、民踊の初ステージ。
火釜八幡神社の落慶記念でした。

武田百合子さん（右）

林 精子さん（左）

50

45

10

45

44

45

てらかつの様子。様々な活動に携わる庄川さんは、
この町の九谷焼の物語や、地域の人とのつながり
を大事にするための活動を行っています。

65

42

庄 川 良平さん

File49 　寺井町

三十一辻てら散歩ルート。このマップで使
用されているイラストは、小学生や高校生、
80歳のお年寄りまで、寺井の皆さんが 31カ
所の辻を描いたものです。
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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、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35

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。

９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）

13・27 日 10：00 ～ 11：00

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

のびのびキッズ
寺井中央児童館 17日 10：30 ～ 11：30

根上中央児童館 17日 10：30 ～ 11：30

辰口中央児童館 17日 10：30 ～ 11：30

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 ７・14・21・28日

９：30 ～ 12：00西二口町公民館
（コミュニティセンター） １・８・15・22 日

２・９・16 日

問／福祉課
（☎ 58‐2230 58‐2294）

25 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）　　

６・27 日
受付時間

10：00 ～ 10：30

おっぱいの相談日
９日

受付時間
10：00 ～ 11：00

22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

③出産・子育ては夫婦で乗り越え
よう

①16日 18：30 ～ 20：30

②３日 10：00 ～ 11：30

③ 11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）

育児講座　『ベビーサイン体験講座』
まだ言葉を話せないお子さんと手振りを使ってコミュニケーショ
ンを行う手法の『ベビーサイン』を一緒に楽しみましょう。

日時：９月 17日  10：00 ～ 11：00
講師：ＮＰＯ日本ベビーサイン協会　深山 理麻 氏
対象：６か月から１歳６か月まで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　※託児についてはご相談ください。（要予約）
申込受付：９月２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 ４・11・18・25 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 ７・14・21・28 日 10：15 ～ 11：45
JAIST ７・14・21・28 日 15：20 ～ 16：40
寺井地区公民館 １・８・15・22・29日 19：30 ～ 21：00

テーマ／「中秋節」
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

26 日 15：00 ～ 16：30

寺井地区公民館（国際交流協会事務所）
★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
８日 ・21日
29 日

13：30 ～ 15：30

行政書士無料相談会 16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

６日
15 日
24 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」 ８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）

１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

藪 達哉 様（愛知県）

東川 裕樹 様（神奈川県）

田中 公一朗 様（東京都）

岡田 悠暉 様（大阪府）

森田 銀太郎 様（金沢市）

テックワン株式会社 様（浜町）

西原物産株式会社 様（野々市市）

日本ガイシ株式会社石川工場 様（能美）

NGK セラミックデバイス株式会社石川工場 様（能美）

ご厚志ありがとうございます

（７月１日～７月 31 日受付分、寄附受付日順）
ふるさと納税（７月受付分、公表希望者のみ掲載） 

【ふるさと納税計】
令和３年４～７月分累計　
277件　6,443,000 円

わくわくひろば『運動会ごっこ』
寺井中央児童館でからだを動かして遊びましょう！

日時：９月 15日 10：00 ～ 11：00
場所：寺井中央児童館（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：20 組（託児はありません）（要予約）
持ち物：お茶・タオル
申込受付：９月１日 ９：00 ～

●人口　　 49 , 821 人
男　24,767 人　　女   25,054 人

●世帯数 19 , 443 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８月１日現在

（前月比＋２）

（前月比＋22）

データ提供　能美警察署能美市消防本部

花火は

安全に

楽しもう！

１１９メモ１１９メモ
　８月７日、能美市寺井地区の粟生・寺井・豊美保育園の３保育園の幼年消
防クラブ員を対象に手持ち花火の防火指導を行いました。

　昨年に引き続き新型コロナウイルス感染拡大の影響で様々な行事が中止と
なっており、家庭での手持ち花火を使う機会が増えるため、安全に楽しんで
花火を行えるよう花火の防火指導を開催しました。

　また、今年導入した、はしご車とバギーの記念撮影とはしご車のバスケッ
トに乗るなどの乗車体験なども行いました。

情報発信元 市消防本部予防課（☎ 58‐7119 58‐6299）
防火指導の様子

子どもたちに花火の防火指導を行いました



「広報のみ」は再生紙を使用しています。「広報のみ」は再生紙を使用しています。

〒 923‐1297　能美市来丸町1110番地　企画振興部市長戦略課（☎ 58‐2204  58‐2291 senryaku@city.nomi.lg.jp）

能美の里山ファン倶楽部 info@nominosatoyama.com

（当日必着）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、予告なく休園する場合
がございます。最新情報、予約は右記QRコードをご確認ください。

日 時

日 時

集 合

場 所

定 員

応募締切

応募方法

開催期間

対 象

※ライトアップは 19 時から

応募・問い合わせ

予約・問い合わせ

北陸新幹線見学会 2021

「ウルトラアート×ナイトズー」開催中！

里山へ行こう！ 2021　

25月 日

25月 日

９

９

参加無料

里山旬菜市

ミニスタードーム作り

キャンドルＹｏｇａ

森の妖精トントゥを作ろう！ ★要予約★要予約

★要予約

旬の野菜や押し寿司、ゆず商品などが並びます。
時間  15 時 30 分～ 18 時

作ったスタードームを公園に並べ、灯をつけます。
時間 16 時～、17 時～
定員 各 10 名
費用 1,500 円 / 個（LEDライト付）

時間 18 時 30 分～、19 時 30 分～
定員 各 15 名　費用 700 円 / 人

石川県産の間伐材を使い、幸せを運ぶ森の妖精トントゥを作ります。
時間  16 時～、17 時～　定員 各 10 名
費用  1,000 円 / 本（高さ約 20 ｃｍ・直径約 12 ｃｍ）
1,500 円 / 本（高さ約 40 ｃｍ・直径約 15ｃｍ）

能美市・いしかわ動物園コラボ企画

問い合わせ
詳しくはこちら

（市ホームページ）

ナイトキャンプの雰囲気を楽しみましょう

昨年のタペストリー


