
35 34広報のみ 2021.11 広報のみ 2021.11広報のみ 2022. ４35 広報のみ 2022. ４

４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。

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 日（月）・25 日（月） 10：00 ～ 11：00

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

のびのびキッズ ０～３歳

寺井中央児童館 15・22 日（金）

10：30 ～ 11：30根上中央児童館 15・22 日（金）

辰口中央児童館 15 日（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 ５・12・19・26日（火）

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（水）

粟生町コミュニティセンター ７・14・21・28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）

23 日（土） 10：00 ～ 12：00

すくすく相談 持ち物／母子健康手帳、バスタオル
※ 18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）　　

４・18 日（月）
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

25日（月）
受付時間

10：00 ～ 11：00

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赤ちゃんとママの食生活は、今
月お休みです。

①妊婦　③夫婦（定員 12 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。

①14日（木）
18：30 ～ 20：30

③ 21日（木）

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（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

12・19・26 日（火）
10：15 ～ 11：45

JAIST 15：20 ～ 16：40
寺井地区公民館 ６・13・20・27 日（水） 19：30 ～ 21：00

国際交流サロン
テーマ／アパラチア山脈について知ろう！
　　　　～アパラチアントレイルの魅力～

寺井地区公民館
参加費／ 100 円、別途ワークショップ費 200 円
講師／サラ モリス（能美市 ALT）
※要事前申込、未就学児はご遠慮ください。

16 日（土） 14：30 ～ 16：00

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。

毎週（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組 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

８日（金）・18日（月）・
28 日（木）

13：30 ～ 15：30
行政書士無料相談会
（１組 30分で４組まで）

21 日（木）

心配ごと相談
（１組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（火）
13：30 ～ 15：30
（最終受付 15：00）

辰口福祉会館 15 日（金）

根上サービスセンター 25 日（月）

こころの相談
（精神科医が対応します）
相談日の３日前までに

健康推進課
（☎ 58‐2235 FAX 58‐6897） 健康福祉センター「サンテ」 28 日（木） 15：00 ～ 17：00

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）

６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
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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 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。

要予約

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

ご寄附統計資料

西原物産株式会社 様（野々市市）

岩田 匡弘 様（末寺町）
●人口　  4 9 , 7 20 人

男　24,653 人　　女   25,067 人

●世帯数　　19 , 4 97 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４年３月１日現在

（前月比－６）

（前月比＋６）

データ提供　能美警察署・消防本部

令和４年２月 令和４年 累計 累計の 前年比
住宅等の侵入盗 ０件 １件 ＋１件
非侵入盗 ２件 ３件 ＋２件
交通人身事故 ２件 ６件 －５件
交通事故死者 ０人 ０人 ±０人
交通事故負傷者 ２人 ６人 －５人
火災発生 ０件 ０件 －１件
救急出動 132 件 275 件 ＋２件

ご厚志ありがとうございます

（２月受付分）

のみ子育て講座
～子どもに合った子育てについて考えてみませんか～
子どもとの関わりを良くするためにはどうしたらよいか、一緒に考
えましょう。

日時：４月 15 日（金） 10：00 ～ 11：30（10 分前にお集まりください。）
対象者：18 歳未満のお子さんをもつ保護者
講師：臨床心理士　谷口 亘

わたる

（センター職員）
定員：先着 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：４月１日（金）９：00 ～
申込締切：４月 13 日（水）

わくわくひろば
「こいのぼりさん　こんにちは」
みんなで子どもの日のお祝いをしましょう。

日時：４月 28 日（木） 10：00 ～ 11：00
対象者：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：４月 14 日（木）９：00 ～

講演会「子どもたちの心の中にある ‘甘える壺’ を満たすために」
子どもたちの心の中にある ‘甘える壺’ を一杯にしてあげるためには、何に気を付けたらよいのでしょうか。みんなで考えてみましょう。

日時：５月 12 日（木） 10：00 ～ 11：30（10 分前にお集まりください。）　対象者：小学生以下のお子さんをもつご家族
講師：多賀クリニック小児科医　多賀 千

かずゆき

之さん                          　　　　　  定員：15 組　（要予約）
託児：先着 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：４月 21 日（木）９：00 ～

要予約
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　能美市三大まつりのひとつ「九谷茶碗まつり」の雰囲気を体感できるプレ九谷茶碗まつりを開催します。
九谷焼の名品から普段使いの商品まで、お求めやすい価格で販売するほか、九谷焼を楽しむ企画も多数ご
用意しています。この機会にぜひお越しください。

詳しくは
こちら

　一般流通価格より、お得
なプレミアム特価で九谷焼
商品をご購入いただけます。

　能美市在住の女性クリエイターたちの
手で企画・制作された九谷焼アクセサリ
ーや九谷柄の雑貨をご購入いただけます。

　大人気のウルトラマンシリーズのキャラク
ターやカービィのフィギュアに絵付け体験が
できます。
開始時間　11 時～、14 時～ 
定員　各回先着８組
体験料（素地代・絵具代、税込）
・「ウルトラマン」「バルタン星人」…各1,500円
・「ウルトラマンゼロ」…2,000円
・「星のカービィ」「ハローキティ」…1,700 円
・「お皿」…900 円
※絵付けした作品は後日お渡しします。ご自宅に郵送する場合は、
別途送料（1,100 円～）がかかります。

お楽しみ企画お楽しみ企画
会場でのお買い物や絵付
け体験への参加で、お楽
しみ企画に挑戦できます。
豪華賞品が手に入るかも！

観光交流課（☎ 58‐2211 FAX 58‐2297）

©Nintendo / HAL Laboratory,
 lnc.　KB21-P2861

　第２回のみブランド認証品の販売会を
行います。令和４年度認定の食品や雑貨
などが大集合！本イベント限定の特別価
格商品も多数ご用意します。
販売時間　10 時～ 16 時 

　　　　

　県内のまん延防止等重点措置の適用期間に、外食などが自粛されたこと
を受け、第４弾「のみ応援イート券」の利用期限を延長します。
　入園や入学、進級、就職などのお祝い会食や、お花見ピクニックなど、
お出かけのお供を彩るテイクアウトなどにご利用ください。

・・店内飲食と店内提供メニューの持ち帰りの支払いが半額（最大 2,000 円引き）
になります。

・「広報のみ１月号」の巻末に２枚付いています。
※紛失・廃棄された場合の再配布はしていませんのでご注意ください。

・・店頭に利用期限の延長をお知らせするポスターが貼ってある市内飲食店でご利用ください。
・・利用の際は、引き続き感染リスクが高まる大声、大人数、長時間の利用は避けて、
手洗い・マスク着用など基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。 詳しくは

こちら

商工課（☎ 58‐2254 FAX 58‐2266）

➡


