
10 月 10 日 は能美市議会議員選挙の投票日です
期日前投票期間は10月４日 から10月９日 までの６日間です。
詳しくは広報のみ９月号をご覧ください。
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広 報

広報能美

新しい生命、次々と。
　いきいきと、力強く。

コビトカバ

　愛称：ヤスコ　性別：メス　　　
　誕生日：３月 26 日

いしかわ動物園で、動物の赤ちゃんの誕生が相次ぎました。
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掲載内容は９月 21 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接種の予約をされた方へ

能美市からのお願い

19～39歳※の市民 の皆さまへ

「いしかわ県民ワクチン接種センター」で接種ができます

自分のスケジュールを確認しましょう

２回目接種日の変更や、急なキャンセルはワクチンロスにつながります。

接種券等を事前に準備しましょう

クーポン券（接種券）がないと接種できません。必ず事前にご確認ください。予診票も事前にご記入
ください。

接種に対して、本人の同意が必要です

本人にワクチン接種の意思がない場合、接種できません。また、接種時に 15 歳以下の方は、保護者の同意も必要です。
予診票の同意欄に保護者の署名がない場合は接種できません。

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。

●「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

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

能美市の新型コロナワクチン接種

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）

いしかわ県民ワクチン接種センター

ご協力ありがとうございました

対象 令和３年度中に 19 ～ 39 歳に達する方（昭和 57 年４月２日～平成 15 年４月１日に生まれた方 )

場所 石川県産業展示館４号館（金沢市袋畠町南 193）

時間【月～金】14 時～ 17 時、19 時～ 21 時 【土日】９時～正午、14 時～ 17 時　※祝日の場合も曜日通り

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

【月～金】９時～ 21 時  【土日】９時～ 17 時　※祝日の場合も曜日通り

コールセンターでは、接種センターに関する一般的な問い合わせができます。接種予約はできません。

１．県公式 LINE アカウントを「友だち」に追加し、LINE 画面下部メニューか
ら特設サイトにアクセス
２．特設サイトの専用フォームで必要事項等を入力し予約
※お手持ちのスマートフォンなどで右記 QR コードを読み取る
ことでも友だち追加できます

予約方法 WEB 予約のみ

※掲載内容は変更される場合があります。最新の情報については、県ホームページまたは特設サイトでご確認ください。

※対象年齢は今後変更される場合があります。くわしくは、県ホームページまたは特設サイトでご確認ください。

対象者 人　数 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 10 日

４月 26 日
５月 24 日

60 ～ 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 28 日 ７月５日

55 歳～ 59 歳の方 3,000 人 ７月５日 ７月 10 日
50 歳～ 54 歳の方 3,700 人 ７月７日 ７月 12 日
31 歳～ 49 歳の方 12,000 人 ８月２日 ８月 16 日
16 歳～ 30 歳の方 8,000 人 ８月 10 日 ８月 16 日
13 歳～ 15 歳の方（中学生の方） 1,600 人 ９月６日 ９月 22 日
12 歳の方（小学６年生※）

※平成 21年 4 月 2 日～ 8月 31日生まれの方
230 人

令和３年９月以降に誕生日を迎える小学６年生には、ワクチンの供給状況により別途お知らせいたします。

10 月末で能美市の新型コロナワクチン接種は終了します。
接種にご協力いただいている医療関係者の皆さまには、厚く御礼申し上げます。
市民の皆さまにおかれましては、新型コロナワクチンの優先接種へのご理解、
ワクチン接種や日頃の感染症対策にご協力いただき、ありがとうございました。
今後とも、基本的感染対策の徹底にご理解ご協力をお願いいたします。

特設サイト
ＱＲコード



ゴールデンウィーク

　延期していました「第 112 回九谷茶碗まつり」を開催します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場を
分散します。シャトルバスの運行はありません。

九谷茶碗まつり運営委員会（☎ 58 58 ）主催・問い合わせ

　　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

日程

日程

日程

日程

日程

場所

場所

場所

場所

スタンプ（QRコード）設置場所

市内３か所（雨天時　　　　）　　　　

根上総合文化会館、九谷陶芸村、市内九谷焼販売店

いしかわ動物園芝生の広場

能美ふるさとミュージアム入口前

①能美ふるさとミュージアム（有料エリア）
②いしかわ動物園（有料エリア）、動物園パンまつり会場（要パン購入）
③九谷茶碗まつり会場（根上総合文化会館または九谷陶芸村）

９時～ 17時

10 時～ 各日パンがなくなり次第終了

　「秋はゆっくり能美市で過ごそう。」の一環として、昨年に引き続き、打ち上げ花火を
実施します。長引く新型コロナウイルス感染症の終息への願い、医療従事者の皆さまへ
の感謝と敬意、更には日頃の感染拡大防止に向けご理解ご協力をいただいている市民、
事業者の皆さまへの感謝など、様々なメッセージや思いを込め、2021 年にあわせ 2021
発の花火が夜空を彩ります。
　明るい夜空に、それぞれの思いを胸に刻み、一夜の思い出づくりとしてください。な
お、三密をさけるため、市内３か所同時に打ち上げます。

　市内パン屋のオリジナルパンが大集結！
　国造ゆず果汁で作ったゆず食パンも限定販売
します。ぜひ食べ比べをお楽しみください。

「のみバス」の車内はどうなっているんだろう？バスロケーションシステ

ムってなんだろう？「のみバス」の試乗体験と、今年３月から導入したバス
ロケーションシステム「のみバス GO ！」をお試しいただけます。

　市内設置デジタルスタンプ（QR コード）を３種類（下
記①～③から１つずつ）集めると、先着 500 名様（各日
125 名）に市内飲食店 食事券 2,000 円分が当たります。

16月 日10

16月 日10

16月 日10

17月 日10

16月 日10

16月 日10

17月 日10

17日

17日

17日 17日

23日 23日24日 24日

観光交流課（☎ 58 58 ） ※時間など、詳細については後日決定次第お知らせします。

観光交流課（☎ 58 58 ）

地域振興課（☎ 58 58 ）

観光交流課（☎ 58 58 ）

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

： 30 ～
能美ふるさとミュージアム開館１周年記念
イベント 「のみふる古墳まつり」 テープカット

10 ： 00 ～
ポールウォーキング～
秋の能美古墳群散策～

雨天中止 費 300 円　
申 問 能美ふるさとミュージアム

14 ： 00 ～ オンライン能美クイズバトル
対 市内小学生の親子
問 商工会青年部（☎ 58‐4230）

15 ： 30 ～ 目指せ NO. １　コフリンピック
対 市内小学生の親子
申 問 能美ふるさとミュージアム

16 ： 30 ～
チビッ子九谷太鼓ステージ
古代衣装ファッションショー　

雨天 17 日順延

17 ： 00 ～ 古墳儀礼の再現 雨天 17 日順延

夕方 市内３か所同時打ち上げ花火
※時間など、詳細については後日決定次第お知らせします。 雨天 17 日順延

10 ： 00 ～
11 ： 30 ～

のみふるヨガ 申 問 能美ふるさとミュージアム

13 ： 30 ～ ウルトラマンショー＆ガノー撮影会
問 市長戦略課

（☎ 58‐2204 58 ）

14 ： 30 ～ デベロップ能美キッズチアダンス教室 「Spunky’ s」　　　　　　　 問 能美ふるさとミュージアム

15 ： 00 ～
のみふる秋～ホルンの調べ～
（観光大使安土真弓さん出演）

問 能美ふるさとミュージアム

特　集

昨年の花火

写真協力：MONOFOCAL

※ 23、24 日は九谷陶芸村のみ

能美市秋のパンまつりの詳細はこちら→ デジタルスタンプラリーの詳細はこちら→

能美ふるさとミュージアム開館１周年記念イベント

エントランスホールに高画質ディスプレイ 30 台を設置し、縦約 1.9 ｍ×横約 3.8 ｍ
の迫力ある大画面で能美の魅力的な美しい映像をご覧いただきます。

要事前申込

各先着 15 名程度

参加無料

要事前申込

要事前申込

先着 20 名

先着 20 名

先着 200 組

来場者には
プレゼントが！？

10 時～ 15 時 30 分

特別展「能美・小松　古墳発掘の始まり」
も開催！詳しくは 25ページへ

　紹介しているイベントは、新型コロナ
ウイルス感染状況により、規模縮小など、
内容を変更する場合があります。
　最新の情報について
は、市ホームページを
ご覧ください。

の み ふ る 古墳まつり

対 = 対象　 費 = 費用、料金 申 = 申し込み　 問 = 問い合わせ

４Ｋディスプレイオープン 能美市産新米等の販売
「アグリファンド石川 新米フェア」

16月 日10 17日

問 / 能美ふるさとミュージアム（☎ 58‐5250 58‐5251）

要事前申込
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