
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。

Nomi  City  News  Letter

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

5 4



市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍
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案内看板は、能美の「の」をイメージした円型になっています
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20

武腰さん

加簱さん 北山さんご夫婦 浅野委員長が井出市長に提言書を手渡しました

100

NOMIST メンバー、JAIST 寺野学長、井出市長

インスタグラムアカウント「NOMIST」のフォローを
ぜひお願いします。

NOMIST
（インスタグラム

アカウント）
QR コード
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市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍

狩猟の魅力について語る福岡さん

21

15

ジビエアトリエ加賀の國職員から施設説明を受ける
参加者

認知症等の方が行方不明となった場合に、捜索に協力いただける市民を増やし、見守りあえる地域を目指すため
「のみ・みまもりあいアプリ」を導入します。

　認知症の方が行方不明となった場合に、「のみ・みまもりあいアプリ」を活用して、家族自身が捜索依頼を行うこと
ができ、早期発見につなげます。在宅で生活をする方（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院に入所は除く）
が利用できます。利用を希望される方は、各地区のあんしん相談センターにご相談ください。
※より安全を確保するため、「能美市認知症高齢者見守り SOS ネットワーク事業」への登録、「生活総合保険（認知症あんしん
プラン）」と合わせて利用することが条件となります。

『のみ ・ みまもりあいアプリ』 とは？

　スマートフォンに「のみ・みまもりあいアプリ」をダウンロードすることで、家族・協力者と共に認知症等で行方
不明となった方を捜索することができるアプリです。より多くの方に協力者になっていただくことで、行方不明者の
早期発見につながります。

　　　　「のみ ・ みまもりあいアプリ」 ３つのポイント

①「かんたん捜索依頼」

スマートフォンを使って、必要情報を入力し捜索依頼ボタンを押すだけで捜索依頼ができます。

②「道行く人が協力者」

みまもりあいアプリをダウンロードしている人に通知が届き、捜索に協力できます。

③「個人情報が守られる」

特許技術で、協力者と依頼者が互いの携帯番号を非表示にした状態で通話ができます。

　　　　アプリ登録方法
①  App Store や Googleplay で「みまもりあい」と検索または右記の二次元コー
ドからダウンロードを行います。

②  アプリを起動して、画面右下の「このアプリについて」を押し、「利用者情報
の確認・変更」内の「メールアドレス」欄にメールアドレスを入力します。

※不正を防止するため、メールアドレスの登録が必要となっています。

　　　　捜索依頼が届いたら
①  アプリを通じて捜索依頼の通知が届いたら、協力ボタンを押すと、捜索依頼情報が確認できます。まずは周囲を見回
して確認してもらうだけでも構いません。

②  行方不明者を発見した場合は、捜索依頼欄や本人が身に着けている「みまもりあいステッカー」に記載されているフ
リーダイヤルに連絡をお願いします。※通話無料。電話番号は相手に通知されません。

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　

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

Google Play AppStore

みまもりあいアプリ ダウンロード

アプリの登録にご協力ください

アプリの利用について

地域の皆さまへ

在宅で介護をされている方へ

デジタル技術を導入した安全安心のまちづくり

「のみ ・ みまもりあいアプリ」の利用が始まります

左から、浅田さん、井出市長、杉本さん

61

8

30

3
40

18

2

高岡さくらさん（根上中学校）

吉田悠乃さん（寺井中学校） 東出悠成さん（辰口中学校）

アプリを
ダウンロードしよう！
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目的別歳出
指　標

健全化判断比率
早期健全化基準 財政再生基準

令和２年度 　令和元年度 　平成 30 年度

実質赤字比率 － － － 12.84％ 20.00％

連結実質赤字比率 － － － 17.84％ 30.00％

実質公債費比率 5.6％ 7.2％ 9.0％ 25.00％ 35.00％

将来負担比率 0.5％ 0.8％ 6.0％ 350.00％ －

特別会計 歳　入 歳　出 収支（実質収支）

国民健康保険特別会計 44 億 8,505 万円 43 億 7,693 万円 １億 812 万円
後期高齢者医療特別会計 ６億 1,982 万円 ６億 1,921 万円 61 万円

介護保険特別会計 44 億 8,967 万円 43 億 5,508 万円 １億 3,459 万円
温泉事業特別会計 1,915 万円 1,829 万円 86 万円

◇実質公債費比率は 5.6％、将来負担比率は 0.5％

　実質公債費比率、将来負担比率ともに早期健全化基準を大きく下回っています。
　今後も、事業の必要性や効率化の視点から事務事業の見直しなどの行財政改革を進め、市債については財政的に
有利な交付税算入率の高いものを優先的に発行するなど、財政の健全化を維持できるよう努めます。

特別会計・公営企業会計

財政健全化判断比率

公営企業会計 歳　入 歳　出 収支（実質収支）

水道事業会計 10 億 8,693 万円 ９億 987 万円 1 億 7,706 万円
工業用水道事業会計 ４億 3,899 万円 ４億 442 万円 3,457 万円
下水道事業会計 17 億 9,602 万円 16 億 8,707 万円 １億 895 万円

病院事業会計 23 億 4,623 万円 23 億 9,234 万円 △ 4,611 万円

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく、能美市の健全化判断比率は次のとおりです。

※公営企業会計ごとに算出する「資金不足比率」は、すべて資金不足が生じていないため数値はありません。

【実質赤字比率】

標準財政規模（一般財源ベースでの地方自治体の標準的な
財政規模）に対する、一般会計の実質赤字額の割合

【連結実質赤字比率】
標準財政規模に対する、一般会計他全会計を対象とした実
質赤字額合計の割合

【実質公債費比率】

標準財政規模に対する、実質的な公債費（市の借金返済金）
相当額の割合

【将来負担比率】　
標準財政規模に対する、一般会計などが将来負担すべき実
質的な負債の割合。背負っている借金が、標準的な年間収
入の何年分かが分かります。

【早期健全化基準（イエローカード）】

４つの指標で早期健全化基準を１つでも上回れば、「財政
健全化計画」を策定し、自主的な改善努力による財政健
全化に取り組まなければならず、自治体の自立性が制限
されます。

【財政再生基準（レッドカード）】
将来負担比率を除く３つの指標で、財政再生基準を１つ
でも上回れば、「財政再生計画」を策定し、国などの関与
による確実な再生に取り組まなければなりません。税金
や公共料金の増額、住民サービスの見直しをすることに
なります。

  問い合わせ　財政課（☎ 58‐2203 58‐2290）

令和２年度  決算  能美市の財政状況
　令和２年度の決算が第３回市議会定例会で認定されました。皆さまが納めた税金、国や県からの補助金、地方交
付税などが市にどのくらい入り、どのように使われたのか、決算の概要をお伝えします。

歳入歳出差引額　　 　　　
繰越明許費繰越額　 　　　　
実質収支額　　  　　　　　　

（令和元年度実質収支額　 　
単年度収支額　　　　   　　　
財政調整基金積立額　　 
財政調整基金取崩額 
実質単年度収支額　　　

８億 1,283 万円
２億 7,316 万円
５億 3,967 万円

５億 6,952 万円）
△ 2,985 万円

619 万円
５億円

△５億 2,366 万円

市税
87 億 9,123 万円

地方交付税
41 億 8,573 万円

市債
31 億 3,273 万円

国庫・県支出金
97 億 3,782 万円

地方譲与税・交付金
15 億 7,357 万円

（対前年度比 25.3% の増） （対前年度比 26.0% の増）

※金額は表示単位未満を端数処理しているため一致しない場合があります。

歳入総額　296 億 4,052 万円

　市税が最も大きく、全体の約３割を占めています。市
税をはじめとした自主財源の比率は 37.1％で、残る
62.9％は国庫支出金や地方交付税、市債（銀行等からの
借入金）など、他に依存した財源となっています。
　市税は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け法人
市民税が減少したことなどにより、市税全体としては
2.5％（２億 2,418 万円）の減額となりました。
　国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対策（以降
「コロナ対策」という）にかかる特別定額給付金、新型コ
ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等により、
253.5％（62 億 5,182 万円）の増額となりました。
　地方交付税は、保育園の無償化に伴い普通交付税が増
額となったことにより、3.4％（１億 3,767 万円）の増
額となりました。
　市債は、物見山総合体育館空調設備の設置工事、はし
ご付消防ポンプ車購入、税収の減を補うための減収補て
ん債の発行などにより、0.6％（2,013 万円）の増額とな
りました。
　以上の結果、歳入全体では 25.3％（59億 9,260 万円）
の増額となりました。

一般会計

歳出総額　288 億 2,769 万円

使用料・その他
19 億 4,150 万円

民生費
79 億 6,845 万円

土木費
27 億
1,509 万円

教育費
37 億
6,155 万円

公債費
26 億
6,490 万円

衛生費
17 億
2,081 万円

消防費
11 億 6,325 万円

農林水産業費
３億 8,317 万円

分担金・負担金
２億 7,794 万円

総務費
70 億
3,572 万円

商工費
11 億 276 万円

その他
３億 1,199 万円

依存財源
    62.9％

自主財源
 37.1％

財政健全化判断比率の指標項目の解説

歳入の概要 歳出の概要

※増減は歳入、歳出ともに対前年度（令和元年度）比の数値です。
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問 / 健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

　令和３年度のインフルエンザ予防接種が始まりま
す。妊婦・子ども・高齢者が助成の対象です。
※期間外の接種は全額自己負担になります。

　令和 3 年 10 月から、子育てや介護
などに関する一部手続が、スマートフ
ォンやパソコン等のインターネットを
利用して申請することができるように
なりました。市役所に行かずともご自
宅や職場などから申請することが可能
です。ぜひご利用ください。
　利用方法は、ぴったりサービスのサ
イトにアクセスしてご利用ください。

（右記 QR コード）
（https://myna.go.jp/）

　ぴったりサービスは
政府が運営しているマ
イナンバーを利用した
オンラインサービスの一環です。手続
によっては、マイナンバーカードが必
要な手続もあります。
　電子申請できる手続は、順次拡大し
ていく予定となっています。詳しくは、
市ホームページをご確認ください。

対象者には、10 月上旬に助成券を郵送します。
▶ 対象者　生後６か月～高校３年生相当

（平成 15 年４月２日～令和３年９月 30 日生まれの人）
※令和３年９月生まれの人は、４か月児健診で助成券を配布

▶ 助成額・回数　年１回　2,000 円
▶ 使用期間　ハガキ到着～令和４年３月 31 日
※助成券の再発行はできません。

対象者には、10 月上旬にお知らせを郵送します。
▶ 対象者　①接種時に 65 歳以上の人（昭和 31 年 12
月 15 日以前生まれの人）② 60 ～ 65 歳未満で、身体
障害者手帳内部障害１級相当の人
▶ 一部負担金　500 円
※介護保険料第１～３段階に該当する人は 200 円、生活保護受
給世帯の人は無料　※令和 3 年 10 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人、生活保護受給世帯と
なった人は、接種の前に健康推進課までご連絡ください。

▶ 接種期間　10 月 11 日 ～ 12 月 25 日

令和３年 10 月１日接種分から助成対象となります。
▶ 助成方法 償還払い

申請書に必要書類（領収書など）を添えて提出してく
ださい。詳細は市ホームページをご覧ください。
▶ 対象者　接種時までに母子健康手帳交付を受けた
妊婦（能美市に住所を有する人）
▶ 助成額　年１回　上限 2,000 円
▶ 助成対象の接種期間

令和３年 10 月１日 ～令和４年３月 31 日
▶ 助成申請期間　ワクチン接種月の翌月から数えて
６か月以内　※申請受付は 11 月１日 から開始
▶ 申請書受付場所　健康推進課、市民サービス課、
寺井・根上サービスセンター

妊娠中の方（任　意）

子ども（任　意）

高齢者（定　期）

妊娠中の方、子ども、高齢者
インフルエンザ予防接種の費用助成について

  問 / 子育て支援課（☎ 58‐2232 58‐2293）

　児童手当および特例給付は、毎年度６月、10 月、
２月の原則 10 日に、前月分までの手当を受給者の口
座に振り込みます。通帳記帳によりご確認ください。

（支給月の 10 日が土曜日、日曜日および国民の祝日
の場合は、直前の平日に支給します。）
　６月中に提出が必要な現況届が未提出の方や不足書
類があるため申請が保留になっている方は手当が差し
止めになりますので、お早目にご提出ください。
▶ 手当の月額

年　齢 金　額
０歳から３歳未満 １万 5,000 円

３歳から小学校修了前 １万円
（第３子以降は１万 5,000 円）

中学生 １万円

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
児童手当等の額の改定の請求及び届出
氏名変更 / 住所変更等の届出（児童手当）
受給事由消滅の届出（児童手当）
未支払の児童手当等の請求
児童手当等の係る寄附の申出
児童手当等に係る寄附変更等の申出
支給認定の申請（保育）
保育施設等の利用申込

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出（児童手当）
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

（児童手当）
教育総務課

妊娠届 健康推進課

介護保険被保険者証再交付申請
介護保険負担割合証再交付申請
介護保険負担限度額認定申請
介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請
居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼
居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請
居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請

保険年金課

要介護・要支援認定の申請
要介護・要支援更新認定の申請
要介護・要支援状態区分変更認定の申請
住所移転後の要介護・要支援認定の申請

福祉課

罹災証明書の発行申請
※火災以外の災害によって住家に被害を受けた人（住家以外の建
物・土地・構築物・動産は対象外）が利用できます。

税務課

※受給者の所得が制限額を超える場合は、月額 5,000 円になり
ます。（特例給付）※ 18 歳以下の児童（18 歳到達後最初の３
月 31 日まで）から第１子と数えます。

問 / 市長戦略課デジタル戦略室（☎ 58‐2204 58‐2291）

ぴったりサービスによる電子申請を開始しました

整形外科医師２人体制に
能美市立病院新任医師紹介

　10 月１日 から、整形外科に新しい常勤医師が
着任します。

広報のみ 11 月号で先生をより詳しくご　紹介します。
お楽しみに！

問 / 市立病院（☎ 55‐0560 55‐0815）

有藤 賢明
（うとう たかあき）医師

専門分野　整形外科一般
前勤務地　公立つるぎ病院
出身大学　金沢大学
趣　　味　家庭菜園

先生からのコメント ：地域の皆さまからのご期待
に添えるよう頑張ります。よろしくお願いします。

▶ 利用できる手続一覧（令和３年 10 月時点）および担当課

問 / 福祉課（☎ 58‐2230 58‐2294）

　この調査は、民生委員・児童委員活動のために、地
域の支援を必要とする市民の把握を目的として行うも
のです。昨年度までに「福祉見守りあんしんマップ」
に登録された方の現状把握に加え、新たに支援が必要
となる方を調査し、民生委員・児童委員活動に活用し
ます。
▶ 対象者

①高齢者（75 歳以上）のみの世帯
②身体障害者（身体障害者手帳１・２級）
③知的障害者（療育手帳Ａ１・Ａ２）
④精神障害者（精神保健福祉手帳 1・2・3 級）
⑤介護保険認定者（要介護３･ ４･ ５）
⑥その他支援が必要な方

令和３年度福祉見守りあんしんマップの調査を行います

▶ 調査時期　10 月～ 11 月中旬
▶ 調査方法　民生委員による訪問または電話等によ
る聞き取り
▶ 調査の情報は、同意が得られた方について以下の

目的にも使用します

①能美市地域防災計画に定める「避難行動要支援者名
簿」への記載
※この名簿は、災害時の避難を目的として避難支援関
係者（消防、警察、民生委員・児童委員、社会福祉協
議会、あんしん相談センター、自主防災組織等）へ提
供します。
②救急搬送時に消防関係や医療関係者へ情報を提供
※対象者の命を守るために使用されます。
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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

10月 日 時～ 16 時

市役所本庁舎 市民サービス課

24 31、 、 、10

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３期）、国民健康保険税（第

７期）、後期高齢者医療保険料（第７期）、

介護保険料（第７期）、上下水道料（８月使

用分）、下水道受益者負担金（第３期）

※ 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

11 １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 / 地域振興課（☎ 58‐2212 58‐2291）

 

　結婚支援を目的に、出会いの機会を提供するイベン
トや、異性とのコミュニケーション能力を向上させる
講座の開催費用（講師等謝礼、消耗品購入費、印刷製
本費、広告宣伝費等）を助成します。
▶ 対象　能美市内の飲食店または事業所、団体等
▶ 事業の条件　20 歳以上の男女を対象とした事業で、
参加総数が 10 人以上であること。

しあわせづくりのお手伝いをしてみませんか

出会いの機会を提供するイベントの開催費用助成

▶ 補助金額　１事業当たり３万円（１団体あたり年
２回まで申請可能）
▶ 募集期限　令和４年２月 28 日まで
▶ 注意事項　事業実施の１か月前までに申請するこ
と。事業は令和４年３月末までに完了すること。
詳細な事業の条件や、補助対象経費
については、地域振興課へお問い合
わせください。

犬、猫の飼い主さんへお願い

問 / 生活環境課（☎ 58‐2217 58‐2292）、南加賀保健福祉センター（☎ 22‐0795 22‐0805）

 飼育している犬猫がいなくなった時には、すぐに
南加賀保健福祉センターおよび最寄りの警察署へ届出
ください。一時保護している場合があります。

 首輪をつけ、飼い主の明示をしてください。
 過剰な触れ合いは控え、動物に触った後は必ず手

洗いをしましょう。
 散歩時のふんは必ず持ち帰り、周りに迷惑がかか

らないようにしましょう。
 動物の遺棄・虐待は犯罪

です。絶対にやめてください。
 飼育している犬猫が亡く

なった場合は、斎場へ持ち込
むなど最後まで飼い主として
の責任を持ちましょう。

ペットを飼育している皆さんへ 猫の飼い主さんにお願い

野良猫について

①室内飼育をしてください

　

②不妊手術を受けさせてください

　不妊手術を行うことで、発情期のケンカや鳴き声が
減り、尿の臭いも低減します。

　野良猫への餌やりに係る相談が市役所や南加賀保健
福祉センターに寄せられています。無責任な餌やりは、
野良猫の繁殖につながり、苦情の原因となります。野
良猫を増やさないようご協力をお願いします。

問 / 健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

　双子や三つ子等多胎児を妊娠をした場合、通常の妊
娠より多い頻度の妊婦健診が必要です。妊婦一般健康
診査受診票（無料券）を使わずに、自費で受診した妊
婦健診について、その費用を助成します。
▶ 対象者　能美市に住所を有する、双子や三つ子等
多胎妊娠をされた方
▶ 助成回数　令和３年４月１日以降に受診した妊婦
健診について、６回を限度に助成します
▶ 助成額　１回につき、上限額 10,540 円（基本の健
診項目と超音波検査が対象）
▶ 助成方法　一旦、医療機関等窓口で支払いをし、
下記のとおり申請してください。申請日の翌月に指定
された口座に振り込みます。
▶ 申請　次の書類を添えて、最後の健診受診日の翌
月から 1 年以内に申請してください。

【必要書類】能美市妊産婦及び乳児健康診査費助成申
請書、母子健康手帳の写し（健診受診日・内容が記載
されているページ）、領収書・医療費明細書、通帳ま
たはキャッシュカードの写し（口座番号がわかるもの）

多胎妊娠をされた方の
妊婦健康診査の費用助成

問 / 商工課（☎ 58‐2254 58‐2266）

　法定雇用率（2.3%）未達成の市内中小企業で、令
和３年４月１日以降に能美市在住の障害者を新規雇用
し、６か月以上継続雇用している事業者に対して補助
金を２年間（６か月経過ごとに申請）交付します。
▶ 対象者　能美市在住の障害者を 6 か月以上継続雇
用している市内中小企業
▶ 補助金額　常用雇用労働者（１週間の所定労働時
間が 30 時間以上）12 万円／６か月
　短時間労働者（１週間の所定労働時間が 20 時間以
上 30 時間未満）６万円／６か月
▶ 補助対象期間　障害者を雇用した日から６か月を
経過した日の翌日から申請可能（令和３年４月１日以
降に新規雇用された障害者が対象）
　詳しく申請方法や申請に必要な書類などについては
市ホームページ（下記 QR コード）をご確認ください。

障害者雇用支援事業の
ご案内

問 / 健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

 　高齢者肺炎球菌感染症予防接種（定期）の予防接
種を受けられなかった人や、肺炎球菌予防接種を受け
てから５年以上経過した人に高齢者の肺炎球菌予防接
種の費用を助成しています。
▶ 対象とする予防接種　肺炎球菌予防接種（23 価肺
炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）※任意のもの
▶ 対象者　能美市に住民票のある 65 歳以上の人（下
記①または②に該当する人）
①高齢者肺炎球菌予防接種未接種の人
②肺炎球菌予防接種（23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカ
ライドワクチン）を受けてから５年以上経過した人

▶ 助成額　1 人 4,000 円（上限）
▶ 助成方法　償還払い

高齢者の肺炎球菌予防接種（任意）の費用助成について

接種月の翌月から数えて６か月以内に、申請書に必要
書類を添えて、下記の申請受付場所に申請してくださ
い。※申請期限を過ぎると全額自己負担になります
▶ 必要書類

・申請書（下記の受付場所にあります。市ホームペー
ジでダウンロードもできます）

・領収書の原本（接種者名・接種日・ワクチン名がわ
かるもの）

・振込先の通帳またはキャッシュカードの写し
▶ 助成対象の接種期間

令和３年４月１日～令和４年３月 31 日
▶ 申請受付場所

健康推進課、市民サービス課、寺井・根上サービスセ
ンター
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▶ 住民票スマート申請とは

　マイナンバーカードを利用し、スマートフォンで住
民票の写しを請求することができるサービスです。マ
イナンバーカードをお持ちの場合、コンビニのマルチ
コピー機を操作して住民票の写しを取得できますが、
住民票スマート申請では、コンビニでは取得できない、
改製原住民票、除票、マイナンバー入りの住民票の写
しを取得することができます。
　請求した住民票の写しは、市民サービス課から普通
郵便で郵送します。郵送料は無料です。
　市役所に来庁することなく請求できるので、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止にもつながります。
▶ 申請に必要なもの

・マイナンバーカード
・署名用電子証明書暗証番号
　（英数字６文字以上 16 文字以下の暗証番号）

問 / 市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

10 月１日 からスマートフォンで住民票の写しの請求が可能に
住民票スマート申請をご利用ください

・スマートフォン
・ クレ ジッ ト カー ド（VISA・Mastercard・American 
Express・JCB・Diners Club）
▶ 住民票スマート申請の流れ

①市ホームページから、住民票スマート
申請のページへアクセスします。
②アプリをインストールします。
③画面の指示に従い、必要事項を入力します。
④入力いただいた情報に基づき、市民サービス課で住
民票の写しが発行されます。
⑤市民サービス課から住民票の写しを発送処理後、「処
理完了のお知らせメール」が届きます。ご自宅に住民
票の写しが届くまで、しばらくお待ちください。
※住民票スマート申請サービスは普通郵便のみです。
速達・簡易書留等の特殊取扱郵便には対応していませ
んので日数に余裕をもってご請求ください。

がんの医療機関検診のお知らせ

問 / 危機管理課（☎ 58‐2201 58‐2290）

　地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、次のと
おり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）（※）を用いた訓練で、
能美市以外の地域でもさまざまな手段を用いて情報伝
達訓練が行われます。

（※）Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝
えするシステムです。

▶ ご注意

災害などにより訓練の実施が困難であると判断された
場合は中止となります。例は以下のとおりです。

・ 地震（震度５強以上）の発生
・ 津波警報の発表
・ 台風や集中豪雨などにより被
害が発生する恐れのある場合

・ その他国民保護に関する事案
の発生

検索

（１）訓練実施日時
10 月６日 午前 11 時

（２）訓練で行う放送試験
　市内の屋外スピーカーとご家庭の戸別受信機か
ら、一斉に、次のように放送されます。

【放送内容】
（上りチャイム音）
「こちらは、能美市役所です」
「これは、J アラートのテストです」を３回放送
「こちらは、能美市役所です」
（下りチャイム音）

詳しくは下記をご検索ください。

問 / 健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

※詳しくは 6 月上旬に各世帯にお届けしました「令和３年度能美市健診・がん検診のご案内」または、
市ホームページをご確認ください。

がんは、症状のない早期に発見し、治療を開始することが大切です。
「症状がないから大丈夫」と思わずに、きちんと検診を受けましょう。

早期発見・早期治療に加えて、がんになるリスクを下げるための予防も重要です。

10 月 1 日 から医療機関でのがん検診が始まります

①禁煙

喫煙によって肺がん・食道がん・膵
臓がんなどさまざまながんのリスク
が高まります。

④適正体重の維持

太りすぎはよくないですが、やせす
ぎもがんの死亡リスクが上がります。

⑤適切な運動

毎日 60 分程度の歩行 + 週に１回 60
分程度の息が弾む運動をしましょう。

⑥ウイルス ・ 細菌対策

胃がん：ピロリ菌の除菌
子宮頸がん：ワクチン接種
肝臓がん：肝炎ウイルス除去治療

②節酒

お酒はほどほどに！１日１合まで。

③食生活

塩分を控えて、野菜と果物を毎日
とりましょう。

【がんになるリスクを下げるための6つの予防ポイント】

能美市健診・がん検診
市ホームページ
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出典：国立がん研究センター

問 / 市選挙管理委員会（☎ 58‐2200 58‐2290） 問 / 市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

　能美市議会議員選挙の日程が確定しました。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こと
はありません。
▶ 告示日　令和３年 10 月３日
▶ 投票日　令和３年 10 月 10 日
▶ 特例郵便等投票について

　新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をさ
れている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等に
よる投票をすることができます。特例郵便等投票を希
望される方は、投票日当日の４日前まで（10 月６日

必着）に選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてい
ただく必要があります。詳しくは、市ホームページを
参照いただくか能美市選挙管理委員会までお問い合わ
せください。

能美市議会議員選挙

▶ 出張申請受付

▶ 休日申請受付

※対象者や持ち物などについては、市ホームページま
たは広報のみ９月号 19 ページをご確認ください。
※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。

受付会場 受付日 時間

根上学習センター
第１・第２学習室 10 月６日 16 時～ 20 時

寺井地区公民館
201・202 会議室 10 月８日 11 時～ 16 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
10 月 24 日 ９時～正午

13 時～ 16 時
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令和３年の熱中症救急搬送件数の減少について

問 / 消防本部 警防課（☎ 58‐5119 58‐6299）

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。

※ 10 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

10 月の替わり湯は『はとむぎ湯』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 10 月 12 日㈫終日 所 里山の湯（露
天風呂で実施） 内 はとむぎ湯 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）

子どもの結婚を応援したい親御さん・
ご家族を対象にセミナーとお悩み相談
会を開催します（要申込・先着順）。
期 10 月 22 日㈮ 13 時 30 分～ 16 時 30
分（受付 13 時）
所  石川県地場産業振興センター本館３
階　第５研修室（金沢市鞍月２ー１）
内 第１部　講演「我が子のために、い
ま、親ができること」講師：NPO 法
人花婿学校 代表 大橋 清朗さん
第２部　結婚支援ボランティア「縁結
び ist」によるお悩み相談会（先着８組）
締 10 月 12 日㈫

申 問 いしかわ結婚支援センター
（☎ 076‐255‐1535 076‐255‐1544）

親御さんのための
結婚応援セミナー（無料）

根上校下婦人会会員やご協力くださる
方々のハンドメイド作品を、多数展示・
販売します。収益金は、根上っ子助成
として地域の子どもたちへ寄附します。
期 ９月 19 日㈰～ 10 月 24 日㈰９時 30
分～ 17 時
所 喫茶ひまわり（根上総合文化会館内）
※毎週火曜日・第２、第４土曜日定休日
問 根上校下婦人会（☎ 55‐4157）

九谷焼伝統工芸士に手ほどきのもと、
オリジナルの九谷焼絵皿を作りません
か？初心者にもやさしい九谷焼上絵付
入門講座です。
期 11 月３日 ①午前の部：９～
12 時、②午後の部：13 ～ 16 時 
所 支援工房九谷（石川県立九谷焼技術
者自立支援工房）
定 各部 10 名程度
費 1,500 円（材料費など）
締 10 月 29 日㈮までに研修所まで電話
でお申し込みください。
申 問 石川県立九谷焼技術研修所

（☎ 57‐3340  57‐3342）

催

催 催

くわしくはホームページへ

いしかわ結婚支援センター 検索

ハンドメイドチャリティー
バザー　根上校下婦人会

九谷焼伝統工芸士による
九谷焼上絵付入門講座

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。

発売時期  令和３年 10 月下旬
販売価格   500 円（税込）
掲載内容 【本編】用途に応じて使い分け

可能な予定表　年間スケジュール表／
カレンダー式月間予定表／週間予定表
／県内の主な催し   など

【資料編】統計データ、相談窓口など役
立つ情報を掲載　石川ユニークデータ
／主要官公庁所在地一覧／主な相談窓
口／主なスポーツ施設、観光施設    など

予約申し込み 問  市長戦略課（☎ 58‐2204 
58‐2291）または石川県統計協会（☎

076‐225‐1341 076‐225‐1345）
※県内書店・ショッピングセンター等で
の取り扱いもあります。

令和４年版「石川県民手帳」
予約申込のご案内

知

知

くわしくはホームページへ

いしかわ統計指標ランド 検索

　石川県では、熱中症による救急出動件数が 515 件発生し
ており、右表は、県内各消防本部の熱中症による救急出動件
数を表したものです。能美市については、市民の皆さまに、
熱中症予防対策のご理解とご協力を頂いたことにより、昨年
の同時期は 30 件であった出動件数が９件となり大幅に減少
いたしました。防災行政無線および消防車による熱中症注意
喚起にご理解を頂きありがとうございました。

消防本部名 出動
件数

搬送人員

合計 男 女

石川県 515 516 312 204
金沢市消防局 123 123 79 44

七尾鹿島消防本部 83 84 43 41

小松市消防本部 45 45 29 16

加賀市消防本部 40 40 24 16

かほく市消防本部 22 22 15 ７
能美市消防本部 ９ ９ ７ ２

津幡町消防本部 22 22 15 ７
内灘町消防本部 ５ ５ ４ １
羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 62 62 35 27
白山野々市広域消防本部 75 75 41 34

奥能登広域圏事務組合消防本部 28 28 20 ８
防災行政無線による注意喚起熱中症予防パンフレット配布

相続登記はお済みですか

　不動産の相続登記を行わず、登記名義を２世代、３
世代と放置しておくと、相続人の数が増え、所有者を
特定することが困難となり、結果的に所有者不明土地
となってしまうケースが多くあります。
　相続登記がお済みでなかったら、不動産の所在地を
管轄する法務局に申請してください。
▶「法定相続情報証明制度」で相続がスムーズに

　「法定相続情報証明制度」は、法定相続人が誰であ
るのかを法務局（登記官）が証明する制度で、利用す
ることで相続登記はもちろんのこと、預貯金の払い戻
しや相続税の申告等の各種相続手続きがスムーズに行
えます。
　詳しくは法務局ホームページをご確
認ください。（右記ＱＲコード）
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/
page7̲000013.html
▶ 問い合わせ

金沢地方法務局小松支局（☎ 22‐6301 22‐9211）
８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日曜日・祝日休み）

情報発信元 / 税務課（☎ 58‐2206 58‐2292）  問 / 商工課（☎ 58‐2245 58‐2266）

能美市Ｕ・Ｉ・Ｊターン
内

　Ｕ・Ｉ・Ｊターンにより能美市内の企業へ就職し市
内のアパート（民間賃貸住宅および市営住宅のうち特
定公共賃貸住宅）に入居された方に対し、賃貸料の一
部を補助します。期間内に申請いただけなかった場合、
補助金を受けられません。対象となる方は忘れずに申
請してください。
▶ 補助対象　令和３年４月１日から令和３年９月 30
日までに支払った賃貸料
▶ 交付申請受付期間　10 月１日 ～ 11 月１日

対象者

Ｕ・Ｉ・Ｊターンにより能美市内の企業に就
職し、新たに能美市内のアパート等に入居さ
れた人（ただし、就職時の年齢が 40 歳以下で
あること）

補助額
補助金額：賃貸料の３分の１（最大 5,000円 /月）
補助期間：２年間

※詳しい申請方法や申請に必要な書
類などについては市ホームページを
ご確認ください。（右記 QR コード）
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対 小児慢性特定疾病児童等の保護者、
医療的ケア児の保護者等
期 10 月 14 日㈭ 10 時～ 12 時
所 南加賀保健福祉センター

（小松市園町ヌ 48 番地）
内 ①講話「おうちと地域にある病院以
上のケア力」講師：石川県立看護大学
助教　瀬戸 清華 さん　②交流会
締 10 月８日㈮
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）

令和５年 10 月から導入される、消費
税の適格請求書等保存方式（いわゆる
インボイス制度）について、説明会を
開催します。（要事前予約）
対 事業者の方
期 10 月 12 日 ㈫、10 月 13 日 ㈬、10
月 14 日㈭ 
① 10 時～ 11 時
② 13 時 30 分～ 14 時 30 分
定 各回 20 名（参加無料）
所 小松税務署３Ｆ会議室（小松市日の
出町１‐120）
申 問 小松税務署（☎ 23‐5915）

市内のお店の人が講師となって専門知
識や技術・プロならではのコツなどを
提供する少人数のゼミナール「まちゼ
ミ」を開催します。開催店舗・日時・
内容は 10 月９日㈯朝刊新聞折込チラ
シをご確認ください。
期 10 月 18 日㈪～ 11 月 23 日
所 各店舗 費 無料（材料費別）
問 のみ商業協同組合（☎ 58‐6330）
※コロナの感染状況によって、中止に
なる場合があります。

小児慢性特定疾病児童等の
保護者交流会

消費税のインボイス制度
説明会について

第５回　のみまちゼミ開催
催

催

催

北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）
では、新型コロナウイルス感染症の防
疫措置のために新規渡日時に 14 日間
のホテル待機が求められる留学生に
対し、その滞在費の一部補助として
JAIST 基金より支援金を給付すること
になりました。留学生が安心して勉学
に励めるよう皆さまからの温かいご支
援をお願いいたします。
申 問  JAIST 基金事務室（☎ 51‐1059
kikin@ml.jaist.ac.jp）

国税に関する相談については、国税庁
ホームぺージのタックスアンサーや
チャットボット、電話相談センターの
ご利用をお願いします。
なお、面接による相談は、納税者の皆
さまに分かりやすく説明するために十
分な面接時間を設ける必要があります
ので、税務署へ電話等で事前に相談日
時等のご予約をお願いします。
国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.
nta.go.jp） 問  小松税務署

（☎ 22‐1171）

全国道路・街路交通情勢調査を９月～ 11 月に行っています。
この調査は、自動車の使われ方や道路の状況などを調べるもの
で、おおむね５年に１回実施しています。無作為に抽出された
自動車の所有者に調査票を郵送させていただきますので、ご協
力をお願いします。
問  国土交通省　金沢河川国道事務所
調査第二課（☎ 076‐264‐9912）

募

知

知

次のとおり訓練生を募集します。
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  ＣＡＤオペレーション科
訓練期間  令和３年 11 月 29 日㈪～令和
４年３月 15 日㈫
願書受付期間 ９月 27 日㈪～ 10 月 27 日㈬
選考日 11 月８日㈪
選考方法  適性検査、書類選考、面接
提出書類  ハローワーク小松にあります
申  ハローワーク小松
問  石川県立小松産業技術専門校

（☎ 0761‐44‐1183 0761‐44‐4267）

石川県立小松産業技術専門校　
令和３年度訓練生募集

募

中小企業退職金共済制度は国がサポー
トする中小企業のための退職金制度で
す。掛金は全額非課税で一部を国が助
成、パートタイマーや家族従業員も加
入でき、社外積立型のため管理も簡単
です（一部対象外あり）。

問  中小企業退職金共済事業本部
（☎ 03‐6907‐1234 03‐5955‐8211）

中小企業退職金共済制度を
活用しませんか

くわしくはホームページへ

中退共 検索

知

【第２回】女性の活躍推進セミナー

（Web コミュニケーションアドバイザー研修講師）

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

対 象

場 所

定 員

講 師

申込締切

（定員になり次第締切）

申し込み・問い合わせ

23月 日10

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。

麓に霊水堂があり、古くから白山信仰
の里山で知られています。さわやかな
この季節、コナラやアオハダ等の雑木
林をガイドと一緒に楽しみながら歩い
てみ ませんか。
期 10 月 16 日㈯９～ 14 時頃
集合場所  仏大寺町 むくろじ広場駐車場
定 20 名 費 大人 1,000 円、高校生以下
500 円、幼児無料
申 問 能美の里山ファン倶楽部

（☎ 51‐2308
info@nominosatoyama.com）

催里山ガイドハイク
～遣水観音山～

令和２年９月から新型コロナウイルス
感染拡大の影響で休業となっている能
美市ふるさと交流研修センターさらい
の新しい指定管理者が決定しました。新
たに指定管理を行うのは、金沢まいもん
寿司を経営する株式会社M&K の子会社
である株式会社リナシェンテマジック
です。全館営業再開時期は令和４年１月
以降を予定しております。

問 観光交流課
（☎ 58‐2211 58‐2297）

知

申し込み方法 市販の履歴書に必要事項を記入の上、10 月 15 日 までに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

辰口福祉会館
業務係

（身体障害者枠）
１名 ９時～ 17 時の内　６時間程度 辰口福祉会館

平成３年４月２日から平成 16 年４月１日までに生
まれ、高等学校卒業もしくは令和４年３月までに
卒業見込みの人で、かつ身体障害者手帳を所有し、
介助なしで通勤及び業務の行える、能美市もしく
はその周辺に居住で通勤可能な方

◆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

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。

※新型コロナウイルス感染
状況により、変更または中
止となる場合があります。

日 時

会 場

出場選手（予定）

入場整理券

24月 日10
入場無料

村田 兆治さん谷沢 健一さん

入場整理券、
体調確認表必要

スポーツ振興課（☎ 58‐2273  55‐8555）問い合わせ

宝くじスポーツフェア
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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）

令和４年２月実施予定の第６回のみ検定に向けて、
練習問題を掲載します。

【第１問】1996 年２月 18 日、根上隕石が落下した場所は（　　　）町である。

　①大成　②福島　③福岡　④大浜

【第２問】　能美市出身の加賀大介は、全国高等学校野球選手権大会歌の「栄冠は君に輝く」の作詞者です。
　　　　　歌い出しのフレーズは、「雲はわき　光あふれて　天たかく　純白のたま　（　　　）」である。

　①明日に続く　②青空に笑顔　③思いでの土　④きょうぞ飛ぶ

【第３問】現在、歩行者・自転車専用の「健康ロード」となっている場所は、かつて北陸鉄道（　　　）が走っていた。

　①北陸本線　②寺井線　③能美バス　④能美線

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　①／第２問　④／第３問　④

10 月 11 日 ～ 10 月 20 日
全国地域安全運動を実施

教えてゆず美ん「地方創生SDGs」って？ スタート！

①③

④
⑤

⑥⑦

⑧おわり

②

社会経済

環境

時 / 時間　場 / 場所　問 / 問い合わせ

10

主要行事・イベント実施予定

※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。



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）

24

能美ふるさとミュージアム広報室

25

不 足 し が ち な    「 防 災 」 を 補 い ま す

地震から命を守る

　最近、奥能登を震源とする地震が多く発生しています。能美市で揺れを感じたこともありました。能美市は、震度
６弱～６強の地震が起こる地域と想定されています。今回は、地震のときのとるべき行動について考えてみましょう。

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）

　　　　　　

　　　　　　

・「しゃがむ」「隠れる」「じっとする」、特に頭と首を守る。
・まずは自分がケガをしないこと。

地震だ！皆さんのとるべき行動

自主防災組織の安否確認のルールづくり【事例紹介】

　全国的にも多く取り組まれている方法の１つで、ご近所ごとの小さなグループをあら
かじめ決めて、お互いの役割を認識します。

まずは自分の身（命）を守る

・ 家を出る前に ブレーカーを切り、通電火災を予防する。
・ 家族と隣近所の安否を確認をする。
・ 生き埋め者や負傷者を早急に見つけ救助する。

家族や隣近所の安否確認と救助に力を注ぐ

・ 安否確認と救助が終わったら、家の状態を確認する。
・ 危険な状態であれば、安全な建物へ身を寄せる（避難）。
・ 余震に注意し、安全な道順で、要配慮者を支援し移動する。

家が危険な場合は避難する

自分を

守る

地域を

守る

危険なら

避難する

１

２

３

緊急地震速報
テレビ、ラジオ、スマートフォンなどで、強い揺れが来ることが知らされ、身を守る行動のために有効な時

間（数秒から十数秒）を与えてくれます。

隣組「となりぐみ」

誰かの指示を待つことなく、住民が自発的に助け合
いの対象者（隣組）の安否確認や救出救助、避難の支
援を行います。

（安否確認結果の報告イメージ）
　自分 → 家族 → 隣組 → 班 → 町内会

災害時には 平常時には

　防災（安否確認訓練・避難支援訓練など）のほか

地域福祉・まちづくりのため

・普段から、手助け、声掛け、見守りなど

・協力しあう意識付け（溝そうじ、除雪など）

・顔の見えるご近所付き合いのきっかけ

　隣組は、「防災」「福祉」「まちづくり」などあら

ゆる場面で生きてきます！

　災害時の集合場所や安否確認のルールなど、地域の行動マニュアルを定め、訓練を行うことで、災害時のと
るべき行動を日頃から理解していただくことが重要です。
　現在、市では、地域の特性に応じたマニュアル作りや訓練の企画について、お気軽にご相談いただけるよう、
危機管理課を「相談窓口」とし、町会・町内会の自主防災組織活動をサポートをしております。

自主防災組織活動をサポートします

効果①　支援や救助が必要な方に対し、隣組や班の力
　　　　を集中することができます。
効果② 　町内会による安否確認作業が軽減されます。

支援・救助

問 / 能美ふるさとミュージアム（☎ 58‐5250 58‐5251）

　今回は特別展示室をご紹介。特別展示室は、その名の通り特別展などを

開催するための展示室。室内は黒を基調とした格式高い雰囲気です。

　特別展では他館からの借用品や金属製品、木製品、絵画など、温湿度の

変化に弱い資料を展示する場合があります。室内は常にセンサーで温湿度

を監視。また、展示室奥の展示ブースは気密性の高いエアタイト構造とな

っております。エアタイトケースは外気の影響を受けにくいため、温湿度

の変化に弱い資料も展示することができ、昨年の開館記念特別展では本館

所蔵の県指定文化財「絹本著色白山曼荼羅図」を展示しました。

　また、展示室奥はパーテーションが設置でき、壁面を増やすことで絵画

などの壁かけ展示をするスペースが増やせます。今年の春には、館蔵品展

「能美ゆかりの作家たち」を開催し、大型の油絵や、複数の水彩画展示も

行いました。

　温湿度変化に弱い貴重な資料や、美術品の展示に対応した特別展示室。

この秋、能美市にとって特別な資料を迎えることになります。それは、和

田山１・２号墳の出土品。これらは現在、京都国立博物館に収蔵されて

いる大変貴重な資料です。今回、のみふる開館１周年と和田山１号墳発掘

70 周年を記念して、里帰り展示を行います。北陸唯一の出土である六鈴鏡や鈴付銅釧など、普段見ることができな

い資料を間近に見られるチャンス！ぜひ、お見逃しなく！

能美ふるさとミュージアム館内紹介 ～特別展示室～

開館記念特別展の様子

館蔵品展「能美ゆかりの作家たち」の様子

コ

お

ラ

知

ム

ら せ

能美・小松２市連携企画展
「能美・小松　古墳発掘の始まり」

展 示

無 料

和田山１号墳出土　六鈴鏡 →

▶ 会期　10 月 16 日 ～ 12 月 12 日
　能美ふるさとミュージアム開館 1 周年と和田山 1・2 号墳発掘 70 周年を
記念して、京都国立博物館から六鈴鏡や鈴付銅釧などを迎えるほか、小松
市所蔵の念仏林古墳や矢田借屋古墳群などの資料で、昭和 20 ～ 30 年代の
発掘調査黎明期の歩みを辿ります。

六鈴鏡を
ぜひ見てね！

小松市出土の資料も注目！
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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６月 21 日、６年ぶりにレッサーパンダの赤ちゃんが誕生しました。とてもやんちゃな男

の子です。母親は当園で生まれた、当時お転婆娘の名をほしいままにしたサン。どうやら、母親の血をしっかり

と受け継いだようです。

　野生のレッサーパンダは樹洞（樹木の幹や太い枝にできた洞窟状の空間）などで子育てを行いますが、当園で

は木製の巣箱を利用しています。ただ、定期的に行う身体測定時以外はその姿を直接見ることが難しく、一般の

方が成長の様子をうかがうことは困難です。

　そこで今回は、３枚の写真を用意しました。左からそれぞれ、６月 29 日、７月 18 日、８月 10 日の身体測定

時に写したものです。まだ目が開いていない時から、徐々にレッサーパンダらしい姿に変わっていく様子がご覧

いただけるのではないでしょうか。もうしばらくして一般公開し皆さまにご覧いただける頃には、癒し度満点で

天真爛漫な姿になっていることでしょう。

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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存在しない時間の中で

山田 宗樹 [ 著 ]
角川春樹事務所

世界各国の研究者たちが集まる
天文数物研究機構に、ある日謎
の青年が現れ、ホワイトボード
23 枚に及ぶ数式を書き残して姿
を消した。その数式は、この宇
宙、そして世界の設計図を描い
た〈何ものか〉が存在する可能
性を示し…。

おすすめの一般書 おすすめの児童書 おすすめの絵本

くしゃみおじさん

オルガ・カブラル [ 作 ]
岩波書店

エリンとまっくろ岩のひみつ

ジョー・ドット＝スタントン [ 作 ]
評論社

ヒャッッックション！ハッッック
チン！ハッッップショーイ！おじ
さんの大きなくしゃみが飛び出す
と、あれれ？うさぎやねこ、いぬ、
男の子など、みんなヘンテコなか
っこうになって…。動物や子ども
たちのゆかいなお話。

世にも危険な伝説の「まっくろ岩」
を探検したいエリン。ないしょで
ママの船に乗り込みますが、まっ
くろ岩の近くで海に落ちてしまい
…。信じるもののために立ち上が
る勇気、自然とのやさしい関係を
描く。

英語

わかる・知っている わからない・知らない

　天保２年（1831）に借銀過重等により焼止めを余儀なくした再興九谷「吉
田屋窯」を譲り受けたのは、かつて番頭だった宮本屋宇右衛門でした。宮
本屋は大聖寺城下で同じ町に住む染めもの画工、飯田屋八郎右衛門を赤絵
付け画工に抜擢し翌年、宮本屋窯として再出発しました。主工の飯田屋八
郎右衛門は春日山窯で試みられていた赤絵細描の手法を取入れ、中国明代
の唐墨文様集の雅趣に富んだ画題を活用して赤絵九谷を大成しました。こ
れによりこの手の赤絵を飯田屋もしくは八郎手と呼んでいます。嘉永５年

（1852）八郎右衛門が亡くなり、安政６年（1859）に廃窯となりました。
本作は中国風の文様のほか、染めものの文様も見られ、八郎右衛門の手に
なるものと思われます。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」）～ 11 月７日
　 伊藤慶二　井上雅子・中田雅巳・齋藤まゆ

アーティストトーク（列品解説）
10 月 23 日 10 時～ 定員 15 名・要予約
　作家４名が作品作りに対する想いを展示会
場で語ります。

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。

赤絵福寿字入大深鉢 
サイズ 　口径 26.0 ／底 12.0 ／高 11.5cm  
作　者　 宮本屋窯
年　代　 江戸後期   
所蔵先 　能美市九谷焼美術館｜五彩館｜

今月のイッピン！「宮本屋窯 赤絵福寿字入大深鉢」

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　清水 和貴子さん（国際交流協会職員）
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　人差し指と中指の背をあごに沿って動かす（「イギリス」の手話表現）
②人差し指で波線を書くようにしながら横へ移動させる（筆記体を書くイメージ）

① -1、① -2　てのひらで胸をなで下ろす ① -1、① -2　指先で肩付近をはらい上げる

「私は、英語がわかります。」

「中国語は、わかりません。」

の手話表現をご覧いただけます。

①
－１

①
－１

①
－１

①
－２

②

①
－２

①
－２

INFO

問 / 福祉課（☎ 58‐2230  58‐2294）

■「能美市美術作家協会　絵画部展」～ 10 月 24 日
※会場は「五彩館」ロビーギャラリー（入館無料）※最終日は 16 時まで

■「九谷焼伝統工芸士会作品展」（「五彩館」）～ 11 月 28 日

■ KUTANism「名工選『NEXT 九谷 vol. Ⅲ』展」巡回展
（「浅蔵五十吉記念館」）～ 11 月７日



29 28

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

毎日管理する人がいることで、マナー違反をする人も減り、霊水
堂はキレイに保たれています。写真は、畑中さん（左）と、同じ
く管理チームで活動する大杉さん（右）。

File52 　仏大寺町

今年５月、遣水観音山の魅力に着目した
サトヤマ WORKS が、町会と協力し、100
マイル（160km）レース「ヤリカン」を
初開催しました。12 時間耐久で走りぬく
トレイルランニングの選手が、気持ちの
良い里山を走り切りました。

20

12

29

11

市道沿いに咲くガザニア。父は約 11 年、私が引き
継いでからは４年以上、花を守り続けています。

40

4

吉田 忠雄 さん

File51 　浜開発町

新しく竣工した旗棒２本。雨風でも傷み
にくいコンクリート製にしました。

畑中 茂伸 さん



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。

10 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）

11・25 日 10：00 ～ 11：00

赤ちゃんひろば 未就園児親子（１歳まで）
８日 13：30 ～ 14：30
26 日 10：00 ～ 11：00

平成 30 年４月２日～平成 31 年４月１日
生まれの未就園児と保護者（能美市在住）

19 日 10：00 ～ 11：00

のびのびキッズ
寺井中央児童館 毎週金曜日 10：30 ～ 11：30

根上中央児童館 ８・15・22・29 日 10：30 ～ 11：30

辰口中央児童館 １・８・15・29 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 ５・12・19・26 日

９：30 ～ 12：00西二口町公民館
（コミュニティセンター） ６・13・20・27 日

７・14・21・28 日

問／福祉課
（☎ 58‐2230 58‐2294）

23 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）　　

４・25 日
受付時間

10：00 ～ 10：30

おっぱいの相談日
７日

受付時間
10：00 ～ 11：00

21 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
③出産・子育ては夫婦で乗り越え
よう

（ 赤ちゃんとママのための食生
活はお休みです）

① 20 日 10：00 ～ 12：00

③ 14 日 18：30 ～ 20：30

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

育児講座　『お口の健康教室』
歯磨きの仕方や虫歯予防についてのお話を聞きます。

日時：10 月 28 日  10：00 ～ 11：30
講師：歯科衛生士　内野 佐智江 さん
対象：８か月から３歳までのお子さんをもつ保護者

（能美市にお住まいの方）
定員：15 名（要予約）
託児：10 名（能美市にお住まいの未就園のお子さん）
申込受付：10 月 14 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 ２・９・16・23 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 ５・12・19・26 日 10：15 ～ 11：45
JAIST ５・12・19・26 日 15：20 ～ 16：40
寺井地区公民館 ６・13・20・27 日 19：30 ～ 21：00

テーマ／「ハロウィーン」
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

31 日 14：00 ～ 15：30

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 ・18 日
28 日

13：30 ～ 15：30

行政書士無料相談会 21 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」 13 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）

６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

岡田 直也 様（東京都）

渡部 千夏 様（神奈川県）

田中 公一朗 様（東京都）

西原物産株式会社 様（野々市市）

小松加賀たばこ販売協同組合 様（小松市）

日本たばこ産業株式会社北陸支社 様（金沢市）

ご厚志ありがとうございます

（８月１日～８月 31 日受付分、寄附受付日順） ふるさと納税（８月受付分、公表希望者のみ掲載） 

【ふるさと納税計】
令和３年４～８月分累計　
355 件　8,198,000 円

パパ子育て講座『積み木であそぼう』
たくさんの積み木でダイナミックに遊びます。子どもたちだけではな
く大人も楽しめますよ。

日時：10 月 23 日 ９：45 ～ 11：30
講師：童具共育認定講師　西川 一美 さん
対象：年長児とお父さん（能美市にお住まいの方）
定員：10 組（託児はありません）（要予約）
申込受付：10 月６日 ９：00 ～

講演会『ありがとういっぱい運動』
ありがとうと言うことは、「ほめて育てる」ことの第一歩です。『あり
がとう』という言葉の大切さを再認識してみませんか。

日時：11 月 11 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（能美市にお住まいの未就園のお子さん）
託児申込受付：10 月 25 日 ９：00 ～

わくわくひろば『ハロウィンごっこ』
みんなでハロウィンを楽しみましょう！

日時：10 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：10 月４日 ９：00 ～

●人口　　 4 9 , 7 9 5 人
男　24,740 人　　女   25,055 人

●世帯数 1 9 , 4 4 3 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９月１日現在

（前月比ー26）

（前月比±０）

データ提供　能美警察署能美市消防本部

外出の際は、

鍵を掛けま

しょう！



「広報のみ」は再生紙を使用しています。

開催期間

開始日

場　所

料　金

「九谷焼×星のカービィ」の
絵付け体験が始まります

オクトーバー・ラン アンド ウォーク 自治体対抗戦 能美市参戦！

１月 日 31月 日10 10～

問い合わせ

詳しくはこちら
（市ホームページ）

詳しくはこちら
（主催団体ホームページ）

※和絵具に変更する場合プラス 200 円がかかります。
※後日焼き上げ後、ご自宅に発送する場合は別途料金がかかります。

16月 日10

問い合わせ

フードドライブを実施します ＜能美市社会福祉協議会と協働開催＞

問い合わせ

日 時 場 所

場 所

場 所

お持ちいただきたい食品の要件

お持ちいただきたい食品

２月 日10
30月 日10
31月 日10

３月 日10

食べ物を無駄にするのはもったいない！
いただきものだけど多くて食べきれないもの、うっかり
買いすぎてしまったものなど、ご家庭にありませんか。
食品ロスを減らすために、一人ひとりができることから
始めましょう！

ご寄附いただいた食品は、 能美市社会福祉協議会

「くらしサポートセンターのみ」 を通して、 支援を必要
としている方々や子ども食堂等にお配りします。

スポーツ振興課（☎ 58‐2273  55‐8555）

全国個人
ランキング

市区町村内
個人ランキング

全国市区町村
対抗ランキング

都道府県内
市区町村対抗

ランキング


