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１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
親子のつどい
“にこにこ” 未就園児親子

子育て支援センター
問／子育て支援センター
（☎ 58‐8200 FAX 58‐8500）

11（火）・24 日（月） 10：00 ～ 11：00

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

２歳児の会 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

７日（金） 10：00 ～ 11：00

のびのびキッズ ０歳～３歳

寺井中央児童館
14・21・28 日（金）

10：30 ～ 11：30根上中央児童館

辰口中央児童館 14・21（金）

親子サロン
妊娠中のママ～未就園児とそのご家族
問／社会福祉協議会
（☎ 58‐6200  FAX 58‐6250）

岩内コミュニティセンター ４・11・18・25日（火）

９：30 ～ 12：00西二口町公民館
（コミュニティセンター） ５・12・19・26日（水）

粟生町コミュニティセンター ６・13・20・27日（木）

まるにこ親子のひろば 能美市にお住まいの 12 歳未満で障がいの
あるお子さんと保護者

粟生町コミュニティセンター
問／福祉課
（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

22 日（土） 10：00 ～ 14：00

すくすく相談 持ち物／母子健康手帳、バスタオル
※ 25日はカウンセラーの相談あり（要予約）

健康福祉センター
｢サンテ｣
問／健康推進課
（☎ 58‐2235 FAX 58-6897）　　

７日（金）・25 日（火）
受付時間

10：00 ～ 10：30

おっぱいの相談日 妊婦～産後３か月ごろの産婦
持ち物／母子健康手帳、タオル２～３枚

６日（木）
受付時間

10：00 ～ 11：00

19日（水）
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
※②赤ちゃんとママのための食生
活は、今月お休みです。

①妊婦　③夫婦（定員 10 組）
持ち物／母子健康手帳
※開催日の５日前までに申し込みください。予約
人数が少ない場合は中止することがあります。

①12日（水） 10：00 ～ 12：00

③ 13日（木） 18：30 ～ 20：30

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

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 ８・15・22・29 日（土） 10：00 ～ 11：30
岩内コミュニティセンター　託児利用料 500 円／回

11・18・25 日（火）
10：15 ～ 11：45

JAIST 15：20 ～ 16：40
寺井地区公民館 12・19・26 日（水） 19：30 ～ 21：00

国際交流サロン
テーマ／ベトナムのお正月

根上学習センター　講堂
参加費／ 500 円（当日集金）
※要事前申込

29 日（土）　 13：00 ～ 17：00

世界のともだちサロン
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。

12・19・26 日（水） 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 FAX 58‐6250）　　

ふれあいプラザ

７日（金）・18日（火）・
28 日（金）

13：30 ～ 15：30
行政書士無料相談会
（１回 30分で４組まで）

20 日（木）

心配ごと相談
（１人 30分程度）

社会福祉協議会
くらしサポートセンターのみ
（☎ 58‐6603 FAX 58‐6250）

ふれあいプラザ ５日（水）
13：30 ～ 15：30
（最終受付 15：00）

辰口福祉会館 15 日（土）

根上サービスセンター 25 日（火）

こころの相談
（精神科医が対応します）

健康推進課
（☎ 58‐2235 FAX 58‐6897） 今月はお休みです。

高齢者のこころの相談
（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 FAX 55‐5627）
寺井あんしん相談センター（☎ 58‐6117 FAX 58‐6733）
辰口あんしん相談センター（☎ 51‐7771 FAX 51‐7783）
【予約受付】月～金曜日　８：30 ～ 17：15（祝日・年末年始を除く）

５日（水） 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 FAX 58‐2293） 毎週（月）～（金） 10：00 ～ 17：00

相談

国際交流 問／国際交流協会（☎ 57‐3751  FAX 57‐3761）

要予約

要予約

要予約

ご寄附統計資料

内田 健一 様（神奈川県）

淺川 久枝 様（埼玉県）

久木田 清之 様（広島県）

池下 智也 様（和歌山県）

竹村 英樹 様（神奈川県）

渡部 千夏 様（神奈川県）

黄 平 様（東京都）

廻舩 聖人 様（広島県）

野澤 祥史 様（千葉県）

木崎 裕也 様（福岡県）

鈴木 康子 様（山形県）

久田 章恵 様（福岡県）

中田 文子 様（東京都）

澤田 隆男 様（東京都）

小田 順一 様（神奈川県）

植田 昌克 様（大阪府）

古賀 裕子 様（滋賀県）

鈴木 勇人 様（東京都）

竹林 紀貴 様（愛知県）

吉川 真平 様（和歌山県）

炭 昌樹 様（滋賀県）

清水 敦 様（神奈川県）

田中 公一朗 様（東京都）

浪川 進 様（東京都）

野村 卓 様（長野県）

高桑 浩 様（金沢市）

麻生 榮一 様（北海道）

沖田 貴史 様（東京都）

陳 映庄 様（東京都）

中本 篤志 様（白山市）

フレシェッテ 真理香 様
（神奈川県）

北山 翔基 様（兵庫県）

【ふるさと納税累計】
４～11月分　1,023件　
26,986,000円

日本教育公務員弘済会石川支部 様（金沢市）

西原物産株式会社 様（野々市市）

のみ商業協同組合 様（寺井町）

太陽工業株式会社 様（小松市）

株式会社太陽アスコン 様（大長野町）

エービーコンサルタント株式会社 様（小松市）

●人口　  4 9 , 7 76 人
男　24,713 人　　女   25,063 人

●世帯数　　19 , 5 01 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 12 月１日現在

（前月比＋14）

（前月比＋31）

データ提供　能美警察署・消防本部

令和３年11月 令和３年 累計 累計の 前年比
住宅等の侵入盗 １件 ９件 －３件
非侵入盗 ５件 32件 － 29 件
交通人身事故 ３件 51件 ＋２件
交通事故死者 ０人 ０人 －１人
交通事故負傷者 ３人 53人 －７人
火災発生 0件 ８件 ＋１件
救急出動 165 件 1582 件 ＋ 151 件

ご厚志ありがとうございます

（11 月受付分、寄附受付日順）

ふるさと納税 （11 月受付分、寄附申込日順、公表希望者のみ掲載）

28
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 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。

わくわくひろば
『節分の集い』
みんなで豆まきをして、鬼退治をしま
しょう。

日時：２月２日（水） 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：１月 26 日（水）９：00 ～

育児講座
『手の発達を知ろう』
～スプーンやお箸の使い方
を身につけるために～
スプーンやお箸を持つには、どのよう
な手の発達が関係してくるのでしょう
か？

日時：１月 17日（月）　10：00～ 11：30
（10 分前にお集まりください）
対象：０歳～年長組のお子さんをもつ
保護者（能美市にお住まいの方）
講師：岡田 佳子（センター職員）
定員：15 名（要予約）
託児：10 名（未就園のお子さん）
申込受付：１月４日（火）９：00 ～

パパ子育て講座
『パパの育児～ママとの関
係～』
これからの夫婦のこと、家族のことを
楽しく真剣に考えてみませんか？

日時：１月 29日（土） 10：00 ～ 11：00
（10 分前にお集まりください）
対象：２か月～１歳半のお子さんをも
つお父さん（能美市にお住まいの方）
講師：助産師　中口 カノ子 さん
定員：15 名（夫婦での参加もＯＫ。託
児はありません。要予約）
申込受付：１月 14 日（金）９：00 ～

広
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のみ応援イート券
（掲載省略）
のみ応援イート券に関するお問い合わせ

商工課（☎ 58‐2254  FAX 58‐2266）

のみ応援イート券
（掲載省略）
のみ応援イート券に関するお問い合わせ

商工課（☎ 58‐2254  FAX 58‐2266）
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のみ応援イート券
（掲載省略）
のみ応援イート券に関するお問い合わせ

商工課（☎ 58‐2254  FAX 58‐2266）


