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新型コロナウイルス 感 染 症 関 連 情 報（５月18日現在）
臨時特別給付金を支給します

〜子育て世帯やひとり親家庭などの皆さんへ〜

■ 児童手当受給世帯の方はこちら

問合せ

給付額

子育て支援課☎89-2946

対象

対象児童ひとりにつき２万円
（市独自給付分１万円+国給付分１万円）

令和２年４月分の児童手当受給者
※令和２年３月分の児童手当の対象となっている児童
（平成16年４月２日〜 17年４月１日生）を含む
※特例給付の受給者（所得制限超の方）は対象外

申し込み

支給方法

不要（該当となる方へ個別にお知らせを発送予定）

児童手当の受給口座へ６月下旬に振り込み予定
※公務員の方は７月以降に振り込み予定
※解約などで口座が使用できない方は届出が必要です。

※公務員の方は別途申請が必要です。勤務先から案内が
あるので、確認してください。

■ 児童扶養手当受給世帯の方はこちら

問合せ

給付額

子育て支援課☎89-2947

対象
４月30日現在で市内に住所があり、次のいずれか
に該当する方（４月中に喪失した人は含みません）
①令和２年４月分の児童扶養手当を受けた父または母
②４月中に児童扶養手当を申請し認定を受けた方

対象児童ひとりにつき１万円
（市独自給付）
申し込み

支給方法

対象者に後日送付する申請書に必要事項を記入し、
子育て支援課または地域局市民福祉課へ８月31日㈪
までに提出

児童扶養手当の受給口座へ６月下旬に振り込み予定
※申請日によっては、翌月以降

※９月に入ってからの申請受付はできません。

臨時特別給付金の詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください
小中学生の子どもを持つ保護者の方へ

小中学校の就学援助の
追加認定を行います
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新型コロナウイルス感染症
の影響で保護者の収入が減少
し︑経済的な理由により小・
中学校の教育費の負担が困難
な ご 家 庭 へ 援 助 を 行 い ま す︒
詳しくは市ホームページをご
覧いただくかお問い合わせく
ださい︒
対象 要保護および準要保護
認定世帯以外で次のすべて

12

に該当する世帯
●保護者の令和２年の収入が
令和元年の収入より ％以

上減少している
●令和２年１月から申請月の
前月までの収入を カ月分

に算定した額から計算した
所得金額が準要保護認定基

準に該当
提出書類

●就学援助申請書

● 就学援助申請に関する申立書
●給与明細など収入が減少し
たことが分かる書類の写し

●令和２年１月１日現在︑他
市町村に住所があった保護
者がいる場合は︑令和元年
分の収入が分かる書類
問合せ 学校教育課
☎ ・５２８１

73

※２ページにも同感染症の関連情報を掲載しています

体調に異変があった場合は

あきた帰国者・接触者相談センターへご相談を

※いきなり医療機関へ行かず、異変を感じたらまずは同センターへご相談ください。

ご相談はこちらまで

☎018-866-7050
毎日24時間受付

☎018-895-9176

毎日午前９時～午後５時の間受付

☎0570-011-567

毎日午前９時～午後９時の間受付

相談の目安
●息苦しさや強いだるさ、高熱などの強
い症状がある
●高齢者や妊婦、基礎疾患がある方、透
析を受けている方、免疫抑制剤や抗が
ん剤などを用いている方で、比較的軽
い風邪症状がある
●比較的軽い風邪症状が４日以上続く
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特別定額給付金の申請は、返信用封筒による
郵送申請か、オンラインで受け付けています。
申請書は、住民基本台帳に登録されている世帯
主の住所に送付していますので、忘れずに手続
きをお願いします。
【申請書が届いていない方へ】
●基準日（４月27日）の住民票に記載の住所
に住んでいる方で申請書が届いていない場合
申請書を再送しますのでご連絡ください。
●転出や入院などの理由で受け取れない場合
住民基本台帳の住所で申請書を受け取ること
ができない場合は、送付依頼届を提出してくだ
さい。送付依頼届についてはお問い合わせいた
だくか、市ホームページからダウンロードでき
ます。
問合せ 特別定額給付金担当（総務課）☎89-2119

学校教育課☎ ・５２８１

奨学金返還期限の
猶予を申請できます
対象奨学金
●能代市奨学金
●能代市ふるさと人材育成・
定住促進奨学金
猶予期間 承認月から１年間
（ カ月）

提出書類
●返還期限猶予願
●奨学生本人の令和２年１月
から申請月の前月までの給

与明細など収入が減ったこ
とがわかる書類の写し
●令和元年分の源泉徴収票や

確定申告書の写しなど、収

入がわかる書類

※返還期限の猶予は、一定期間
返還期限を延期する制度で
す。 奨 学 金 の 返 還 は 免 除 さ
れません。
※猶予が承認された場合、本人
宛に結果を通知します。

特別定額給付金の申請は
８月12日㈬までです
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学生の皆さんへ

返還免除

10

問合せ

返還期間
返還方法
利子

正しい情報に基づき、
人権に配慮した行動を
心がけましょう。

奨学金に関するご案内

貸与額

高校７人、
大学など15人（在学中であること）
高校生
20,000円以内／月
高専
25,000円以内／月
大学など 45,000円以内／月
※令和２年４月にさかのぼって貸与
20年以内（卒業後１年間据置）
毎月または年１回
無利子
返還期間中に市内に居住し、就労などの要件
を満たす場合、返還額の一部を助成

誤った情報や不確か
な情報に惑わされず、

市では、新型コロナウイルス感染症の影響で修学や奨
学金の返還が困難になった方への支援を行います。申請
方法など、詳しくはお問い合わせください。

募集人数

令和２年度能代市奨学金
奨学生を追加募集しています
対象 令和２年の収入が元年
の収入より ％以上減少し
ている世帯
募集期間 ６月 日㈬まで

【追加募集の概要】

患者や医療機関などへの
誹謗中傷はやめましょう
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行事の開催・施設の利用について

中止が決定している主な行事 ･････････････････
●秋田杉の里二ツ井まつり
問合せ 地域局環境産業課☎ 73-5502
●狂犬病予防注射の巡回（春季）
春季巡回で受ける予定をされていた方は個
別に動物病院で受けていただくか、秋季巡回
で受けてください。
問合せ 環境衛生課☎ 89-2174
地域局環境産業課☎ 73-5502
施設の利用について ･･････････････････････････
●能代市斎場
感染予防のため参列者は 10 人程度とし、入
場の際はマスクの着用や手指の消毒にご協力
をお願いします。また、発熱がある方や感染
者が多い地域からお越しの方の入場は極力お
控えください。
問合せ 環境衛生課☎ 89-2174
広報 のしろ 2. 5. 25
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市役所からのお知らせ

第１期
市・県民税

︵仮称︶秋田県能代市・三種町・
男鹿市沖における洋上風力発電事業

子育て環境充実のため

調査にご協力をお願いします

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

こ の 調 査 で は︑ 健 康 状 態 や
現在の生活状況などを確認し
ます︒調査結果は市で今年度
策定する高齢者福祉計画・第
８期介護保険事業計画の基礎
資料として活用します︒
調査の対象となられた方に
は 調 査 票 を 送 付 し ま す の で︑
ご協力をお願いします︒

健康状態や生活状況の

能代市子ども・子育て会議
の委員を募集します
地域の子育て環境充実のた
め︑市で策定している﹁子ど
も・子育て支援事業計画﹂の
進捗状況の管理や評価などを
行います︒
応募資格
●市内に住所がある就学前の
子どもの保護者
●平日の日中に会議へ出席で
きる方︵託児あり︶

対象 市内在住で︑５月１日
時点の年齢が 歳以上かつ
要介護と認定されていない
方のうち３０００人
回答期限 ６月 日㈮
問合せ 長寿いきがい課
☎ ・２１５７
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計画段階環境配慮書を
縦覧できます
中部電力株式会社︑三菱商
事パワー株式会社が能代市・
三種町・男鹿市の地先海域で
計画する洋上風力発電事業の
計画段階環境配慮書を縦覧で
きます︒
期間 ６月１日㈪〜 日㈫
︵閉庁日除く︶
場所 市役所本庁舎行政情報
コーナー︑能代山本広域交
流センター

消防テレホンガイド（☎52−9999）
危険物の適切な保管や取り扱いについてお知
らせします。

募集人数 ２人
任期 令和２年８月〜令和４
年７月の２年間

期間中は危険物安全協会会員各事業所で、の
ぼりを掲げます。

※事業者ホームページからも

〜訓練で 確かな信頼 積み重ね〜

※会議は年１〜２回程度

消防署からのお知らせ
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消防法で定められているもので、ガソリ
ンや灯油など、火災発生・拡大の危険性が
大きく、消火が難しいものを指します。

閲 覧 可︵ https://www.chu
den.co.jp/publicity/topi
︶
cs/1201256̲3285.html

意見書の提出

縦覧場所の意見書箱へ投函

報酬 ５７００円／会議１回
申し込み 子育て支援課︑地
域局市民福祉課︑能代地域
子育て支援センター︑さん
ぽえむ︑各地域センターな
どに備える応募用紙に記入
し︑６月 日㈫︵必着︶ま
でに郵送または持参で
※用紙は︑市ホームページから
もダウンロード可

問合せ

危険物ってどんなものを指すの？

消太くんの
一口メモ

危険物安全週間

13
Sat.
6 ７
Sun.

□二ツ井町庁舎（代表☎73ｰ2111）

〒016 - 8501 能代市上町 1-3

〒018 -3192 能代市二ツ井町字上台 1-1

６月の納税案内

・納税には便利な口座振替をご利用ください。
・納付期限内にはコンビニや郵便局でも納付
できます。

５月13日、株式会社秋豊ネットライ
ズから次亜塩素酸水42Ｌの寄贈があ
り、市長応接室で齊藤市長が同社の今
野邦義代表取締役社長から受け取りま
した。
ウイルスや細菌の不活化に効果があ
る次亜塩素酸水。齊藤市長は「市民や
職員の新型コロナウイルス感染予防の
ため有効に使用していきたいと思いま
す」とお礼を述べました。
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または６月 日㈫までに問合
せ先へ郵送︵当日消印有効︶
愛知県名古屋
問合せ 〒
市東区東新町１

40

30

子育て支援課
☎ ・２９４６
89

8680

30

461

中部電力株式会社 再生可
能エネルギーカンパニー
企画室 風力・太陽光開発
グループ
☎０５２・９７３・２２４９
︵土日祝日を除く午前９時
〜午後５時 分の間受付︶

広報 のしろ 2. 5. 25
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能代消防署危険物担当 ☎52−3312
二ツ井消防署危険物担当☎73−2327

問合せ

https://www.city.noshiro.lg.jp
□本庁舎（代表☎52ｰ2111）

市政
トピックス

対象
歳以上の方
定員
人
費用 ３５００円
申し込み ６月 日㈪までに
電話かファクスで
問合せ
秋田県社会福祉協議会

☎０１８・８２４・２８８８
０１８・８６４・２７４２
６月１日㈪から
能代バスケミュージアムが
リニューアルオープンします

６月１日㈪から能代バスケ
ミュージアムが柳町に移転
し︑リニューアルオープンし
ます︒展示資料も充実しまし
たので︑ぜひ足をお運びくだ
さい︒車でお越しの方は︑市
役所駐車場のほかイオン駐車
場や柳町有料駐車場をご利用
ください︒
移転後の住所

㈬︑９月 日㈬
午後１時〜４時
※相談は原則１回１時間以内

※支出対象などは、市のホームページ（市長室）でご覧いた
だけます。

場所 市役所本庁舎２階相談室
申し込み 電話やメール︵ aki
︶で
ta2@akita-sr.or.jp
雇用調整助成金の無料電話
相談もご利用ください
新型コロナウイルス感染症
の影響で休業を検討している
事業主のご相談に応じます︒

る必要があります︒
今年度の期間は６月１日㈪
〜７月 日㈮です︒

労働保険の保険料は︑前年
度の確定保険料と当年度の概
算保険料を併せて年度更新期
間 内 に 事 業 主 が 申 告・ 納 付 す

年度更新の手続きを
お忘れなく

労働保険

県営芝童森住宅入居者募集

詳しくは︑各事業主に送付
さ れ る 資 料 や 秋 田 県 労 働 局︑
厚生労働省のホームページを
ご覧ください︒

労働保険の手続きは
電子申請が便利です
電子申請は﹁電子政府の総

合 窓 口︵ ｅ Ｇ ｏ ｖ ︶﹂︵ htt
︶から
ps://www.e-gov.go.jp/
時間いつでも可能です︒

ま た︑ 保 険 料 の 納 付 は 口 座
振替や電子納付が便利ですの
でぜひご利用ください︒

能代労働基準監督署
☎ ・６１５１

※電子申請の利用にはマイナン
バーカードか電子証明書の取
得が必要です︒

問合せ

4

広報 のしろ 2. 5. 25

国家公務員

対象
・４月１日現在で高校卒業後
３年を経過していない方や
令和３年３月までに高校を
卒業する見込みの方
・人事院が右記の方に準ずる
と認めた方
第１次試験日 ９月６日㈰
申し込み ６月 日㈪〜７月
１日㈬の間に国家公務員試
験 採 用 Ｎ Ａ Ｖ Ｉ︵ https://
www.jinji.go.jp/saiyo/
︶から申し込み
saiyo.html
問合せ 仙台国税局人事第二
課試験研修係
☎０２２・２６３・１１１１
人事院東北事務局
☎０２２・２２１・２０２２
充実した高齢期を過ごすため

能代市柳町５番 号
問合せ 能代バスケミュージアム
☎ ・８８７６

計

税務職員採用試験
︵高卒程度︶
を行います

６月は１９日㈮と２１日㈰です。
「地元食材を通じて能代を知り、地産地消を進めよう」
秋田ＬＬ大学園の
受講生を募集します

働き方改革に関する

慰

23

問合せ 秋田働き方改革推進
支援センター
０１２０・６９５・７８３

24

弔

総務課☎ 89‑2112
※平日午前９時〜午後５時の間
受付

10

金 額
30,000円
20,000円
27,500円
77,500円
件数
2
1
2
5
分

項 目
弔祭料
供 花
死亡広告
区

15

20

詳しくは、県山本地域振興局建設部建築課および
県北秋田地域振興局建設部建築課に備える「申込の
しおり」をご覧ください。
「申込のしおり」は県ホームページ（https://www.
pref.akita.lg.jp/pages/archive/17601）からもダウン
ロードできます。
募集住宅
３ＤＫ…３戸
所在地 字寿域長根41 3
入居資格
・住宅に困っていることが明らかなこと
・世帯の所得が基準以下であること
・連帯保証人（１人）がいること など
敷金
家賃の３カ月分
申し込み ６月１日㈪〜 10日㈬に県北秋田地域振興
局建設部建築課へ
抽選 ６月12日㈮午前11時〜（県北秋田地域振興局）
問合せ 県北秋田地域振興局建設部建築課
☎0186 63 2531

52

29

16 10

４月分市長交際費
7

日 時 ６ 月 日︑ ７ 月 日︑
８月 日︑９月 日︑ 月
25

88

22

23

12

40

出張相談会を開催します

26 24

24

11

10

30 60

助成金や労務管理全般の相
談に社会保険労務士が無料で
対応します︒
日時 ５月 日㈬︑６月 日
㈬︑７月 日㈬︑８月 日
22 27

26

日︑ 月 日︑ 月 日
︵水曜開催全７回︶
午前 時〜午後２時 分
場所 中央公民館・勤労青少
年ホーム
14

農業振興課☎89 2182
問合せ

毎月19日と第３日曜日は「のしろ食育デー」

みんな の
健康・福祉

一人で悩まずぜひ相談を

﹁ＤＶ相談＋︵プラス︶
﹂
が開設されました

28

30 30

6月 子育て支援センター通信
■サンピノ・すくすくひろば（午前10時〜 11時30分）
期日

３日㈬

12日㈮

15日㈪

主な内容

場

所

６カ月児未満
身体測定・親子ふれあい遊び

高齢者友愛
センター

６カ月児以上
身体測定・親子ふれあい遊び

子育て支援
センター

１歳児
身体測定・親子ふれあい遊び

能代市
総合体育館

■さんぽえむ・すくすくひろば（午前９時30分〜午後１時）
期日

主な内容

２日㈫ おしゃべりタイム（子育ていろいろ）
３日㈬ おでかけひろば（消防署見学）
０歳児ひろば
（身体測定・親子触れ合い遊び）
すくすく講座
10日㈬
（子どもの髪のカット方法）

23日㈫

25日㈭

２歳児
身体測定・親子ふれあい遊び
誕生会
（親子体操・パネルシアターなど）

能代市
総合体育館

●子育て支援センターを開放し、お子さんとの遊びや育児相談に応じて
います。開放日は、市ホームページをご覧ください。
月〜金曜日（年末年始・祝日除く）午前９時〜正午／午後３時〜５時
育児に関する電話相談受付中！ ☎52-8115
月〜土曜日（祝日除く） 午前８時30分〜午後５時

■つどいの広場 ｢ぽけっと｣（無料の遊び場）

☎080-3191-6399

時間 午前９時30分〜午後５時
場所 イオン能代店３階
お休み 21日㈰
●ぐるぐるぺったん（いっしょにつくろう！）
「カタツムリで遊ぼう」

5
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申

９日㈫

申

17日㈬ 一緒に遊ぼうね（道の駅で遊ぼう!）

所

二ツ井
公民館
道の駅
ふたつい
大館能代
空港

おでかけひろば
申
（飛行機を見に行こう！）
誕生会
24日㈬
（身体測定・お楽しみ劇場など）
二ツ井
公民館
つくって遊ぼう！
30日㈫
（七夕飾りを作ろう！）
上記以外の期日にも二ツ井公民館または道の駅ふ
毎 週
たついで楽しい催し物を準備しています。詳しく
火・水
は市ホームページをご覧ください。
毎 週 ちびちゃんひろば
土曜日 （二ツ井・きみまち子ども園開放）
23日㈫

18日㈭ ちびちゃんひろば（第一・第四保育所開放）

場

二ツ井
公民館
二ツ井
消防署

●上記以外の期日にさんぽえむを開放し、お子様との遊びや育児相談に
応じています。
育児に関する電話相談も受付中！☎73-3111
月〜土曜日（年末年始・祝日除く）午前８時30分〜午後５時
※火・水曜日は午後１時30分〜５時

注： 申 は事前に電話などでお申し込みください。

妊娠や出産︑育児の不安を解消！

マミークラスの
参加者を募集します

分

分

15 30

パートナーや家族の方もお
気軽に参加ください︒
●赤ちゃんの沐浴体験など
日時 ①６月８日㈪
午後１時〜２時 分
午後３時〜４時 分
②６月 日㈰

10

時

分

30

15

分〜

11

時〜午後０時

11

10 12

午前９時

分〜３時

30

24

午前

15

30

新型コロナウイルス感染症
に伴うストレスからＤＶの増
加が懸念されており︑内閣府
では新たなＤＶ相談事業を開
始 し ま し た︒
﹁これってＤＶ
かな？﹂など︑どんな相談も
お気軽にご連絡ください︒
相談電話・ＵＲＬ
０１２０・２７９・８８９
︵ 時間受付︶

10

https://soudanplus.jp

24

定員 ①各２組 ②各３組
申し込み ２日前までに
●子育て支援センター体験
先輩ママとの情報交換など
日時 ６月 日㈮
午前 時〜 時 分
申し込み 前日までに
●ベビータッチングケアなど
日時 ６月 日㈪

午後１時

申し込み ２日前までに
●妊娠中・出産後の食事など

日時 ６月 日㈫
午後１時 分〜３時
申し込み ２日前までに
30

※メール 時間受付
※チャット正午〜午後 時受付

分

23

安心して出産を迎えましょう

分〜２時

﹀
﹀いずれも
場所 サンピノ
問合せ めんｃｈｏｃｏてらす
☎ ・２９４８

89

妊婦さんの栄養相談・
健康相談に応じます

午後１時

30

﹁ちょこっと﹂したことで
もお気軽にご利用ください︒
日時 ６月 日㈪

☎ ・２９４８

場所 市役所相談室９
申し込み 前日までに
問合せ めんｃｈｏｃｏてらす

30

89

29

7

みんなの健康・福祉

地域包括支援センターからのお知らせ

新型コロナウイルス感染予防のため、外出や運動の機会が減っていることと思います。
地域包括支援センターのスタッフから、おすすめの介護予防活動を紹介します。

本庁地域包括支援センターのおすすめ
家の中でもスクワットなどの運動で筋肉を
鍛えましょう! ゆっくりでも毎日続けることが
大切ですよ。

①足は肩幅くらいに広
げ、立ったままお尻を
ゆっくり落とします。

北地域包括支援センターのおすすめ
外出しにくい今こそ、友人や近所の人とお
互いに支え合い、意識して交流することも大
切です。ちょっとしたあいさつでも、見守り・
見守られにつながります。
県外の家族や親族に会いたくてももう少しの
間、我慢です。電話を使ってお話ししましょう。

もしもし ?
元気 ?

②ゆっくりと元の姿勢に
戻ります。
本庁地域包括支援センター

三浦さん

南地域包括支援センターのおすすめ
テレビを見ていても、コマーシャルのときに
ストレッチをしましょう。背筋が伸びてすっき
りしますよ。タオルを持って行うのも気持ちが
いいですよ。無理のない範囲で続けましょう!

①両手を組んで上に
伸ばします。

北地域包括支援センター

塚本さん

二ツ井地域包括支援センターのおすすめ
食後や寝る前などの歯みがきも忘れずに！
お口の清潔は感染症予防にも有効です。お口
周りの筋肉を保つために、思いっきり大きく
口を動かすのもおすすめですよ。

あ

い

う

べ〜

②伸びた姿勢のまま、左右
にゆっくり倒します。
南地域包括支援センター

菊池さん

本庁地域包括支援センター
北地域包括支援センター
南地域包括支援センター

☎74‐7156
☎74‐7730
☎74‐6700

二ツ井地域包括支援センター

☎73‐6662

二ツ井地域包括支援センター

高橋さん

お問い合わせ・ご相談がありましたら、
まずはお電話ください！

広報 のしろ 2. 5. 25
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働く婦人の家主催講座

図書館

中央公民館☎54 – 8141

●女性のための就職支援講座
就職活動の心得や面接のノウハウ
などを学び、就職に役立つ知識を習
得しませんか。
日時 ７月２日㈭午前10時～11時30分
講師 社会保険労務士・キャリアコン
サルタント 鈴木 郁子さん
対象 就職希望および結婚・出産・
介護などが一段落し、再就職を考
えている成人女性（市内在住・在
勤の方優先）
定員 先着10人
申し込み ６月４日㈭午前９時から電話で
※託児有り（要相談）

子ども館だより

7

広報 のしろ 2. 5. 25

☎54 – 1114

＜６月の休館日＞毎週月曜日
●６月のテーマ展示
一般「長寿を楽しく、イキイキと！」
児童「ユタカになろうよ☆」

二ツ井図書館

☎88 – 8853

＜６月の休館日＞毎週火曜日
●６月のテーマ展示
一般「DIY・手作り」
児童「クスッとわらえる絵本」

著：中村 計 出版社：文藝春秋
2018年夏、国民を
感動の渦に巻き込ん
だ「金農旋風」
。な
ぜ彼らは決勝まで進
めたのか。吉田輝星
や金農ナインへの徹
底取材をもとに描く
ノンフィクション。

k

●自然観察会「十二湖たんけん！」
～赤い鳥を探しに行こう！～
日時 ６月28日㈰
午前９時30分～午後３時
場所 深浦町・十二湖
※子ども館に集合し、バスで移動します
（雨天中止）

対象 小・中学生（小学２年生以下
は保護者同伴）
定員 15人（市内在住の方優先）
申し込み ６月25日㈭正午まで電話で
●「はやぶさの日」イベント
◆宇宙ミニ工作
「みんなで『おおすみ』を打ち上げよう」
日時 ６月13日㈯午前10時～11時30分
対象 幼児～中学生
定員 当日先着15人 ※受付は午前９時〜
◆かがくあそび
「手づくり紙ひこうきを作ろう！」
日時 ６月13日㈯午後１時15分～３時
対象 幼児～中学生
定員 当日先着７人
※受付は午後０時30分〜

金足農業、燃ゆ

図書館
の
新着図書

Boo

子ども館☎ 52 – 1277

●プラネタリウム臨時投映
「かぐやとＫＡＧＵＹＡ」
～月が地球にくれた贈り物～
日時 ６月６日㈯午後２時～（約30分）
観覧料 高校生以上１回340円
定員 当日先着30人程度
●ペットボトルロケット教室
「製作と打ち上げ」
日時 ①６月７日㈰
午前９時30分～11時30分
②６月20日㈯
午前９時30分～11時30分
対象 小・中学生（小学３年生以下
は保護者同伴）
定員 ７人（市内在住の方優先）
申し込み ①は６月５日㈮正午まで、
②は６月18日㈭正午まで電話で
●部分日食を観察しよう！
日時／内容 ６月21日㈰
①午後３時30分～（学習）
②午後４時～（観察）
定員 ①のみ当日先着30人程度
※悪天候の場合②は中止

能代図書館

６月の行事案内

マナブゥ指定講座
◆「ハイスピードロケット」を
作って惑星にタッチダウン！
日時 ６月14日㈰
①午前10時～11時30分
「ストローロケット」
※受付は午前９時〜

②午後１時30分～３時
「バルーンロケット」
※受付は午後１時〜

対象 幼児～中学生
定員 各回当日先着10人
◆プラネタリウム無料投映
６月13日㈯・14日㈰
10：00 ぼくたち惑星８兄弟
11：00 ちびまる子ちゃん
13：30 ロボットエクスプローラーズ ※
14：30 ちびまる子ちゃん
15：30 いのちの星の詩
※臨時投映番組「ロボットエクスプロー
ラーズ〜宇宙ではたらく探査機たち
〜」（約30分）

定員 各回当日先着30人程度

●毎月

福祉・健康カレンダー

日・

10

Calendar 6 月 2020 June

【ご注意ください】
休日受診をされる方は、必ず、事前に医療機関へ電話に
て症状などをお知らせください。

1月
2火
3水
4木
5金
6土

母子健康手帳交付・妊婦保健指導は開庁時にいつ
でもめんchocoてらす（☎89-2948）で行います。

成田産婦人科医院 ☎52-3317
平野医院 ☎54-3181

休 日 診 療
当番医 小児科

8月

・マミークラス【赤ちゃんの沐浴体験など】
・母子健康手帳交付・妊婦保健指導
13：30 〜／地域局市民福祉課（☎73-5500）

13

マミークラス【子育て支援センター体験】

♥あきた結婚支援センター・出張センター
11：00〜16：00／中央公民館
土
※６月11日㈭16：00までに電話で要予約
あきた結婚支援センター（北センター）70800-800-0413
小西整形外科医院 ☎52-3944
石川こどもクリニック ☎52-8558

再生紙を使用しています︒

14 日

休 日 診 療
当番医 小児科

15 月
16 火
17 水
18 木
19 金
20 土

マミークラス【ベビータッチングケアなど】

21 日

休 日 診 療
当番医 小児科

22 月

母子健康手帳交付・妊婦保健指導
13：30 〜／地域局市民福祉課（☎73-5500）

23 火
24 水
25 木
26 金
27 土

マミークラス【妊娠中・出産後の食事など】

お茶っこサロン 絆の会
日時 ６月５日㈮ 13：00 〜 15：00
場所 長崎集会所

おひさまサロン あったかい わ
日時 ６月７日㈰ 10：00 〜 15：00 場所 市民プラザ
※歌って元気に！歌ってたのしい わ も同時開催（11：00 〜 12：00)

話っこサロン つながる♡輪
日時 ６月８日㈪ 13：00 〜 15：00
場所 市民プラザ
ほっと・サロン ふれあいの W A
日時 ６月10日㈬ 9：00 〜 12：00 場所 二ツ井公民館
日時 ６月16日㈫ 13：00 〜 15：00 場所 市民プラザ
かだって、かだるべ「交流サロン」 精神保健福祉 萌の会
日時 ６月11日㈭ 13：00 〜 15：00
場所 県民交流サロン（山本地域振興局庁舎横）
ごっこサロン ゴッコの会
日時 ６月19日㈮ 13：30 〜 15：30
場所 市民プラザ
コーヒーサロンひとやすみ ひとやすみ
日時 ６月20日㈯ 13：00 〜 15：00
場所 サンピノ
サロン さんぽ道 らく・楽
日時 ６月25日㈭ 13：30 〜 15：30
場所 やさしい風「健康館」

加賀医院 ☎54-8080
ねもとクリニック ☎52-8777

参加者から「家族のよう」と慕われる泉代表

妊婦さんの相談日13：30 〜／市役所相談室９
※前日までめんchocoてらすへ要予約（☎89-2948）

30 火
※休日当番医は変更になる場合もありますので、
新聞や電話で確認をお願いいたします。
【診療時間】診療10：00 〜 16：00 小児科 9：00 〜 12：00
【問 合 せ】平日：能代市山本郡医師会 ☎58 - 2581
休日：能代山本医師会病院 ☎58 - 3311

和絆（やわらぎのきずな）
会員：４人
◆５、15、25日の午後
２時〜４時にサロン
「リラタイム」を実施。

生

♥あきた結婚支援センター・出張センター
11：00 〜 16：00 ／中央公民館
※６月26日㈮16：00までに電話で要予約
あきた結婚支援センター（北センター）70800-800-0413
日
マミークラス【赤ちゃんの沐浴体験など】
休 日 診 療 白坂内科胃腸科医院 ☎54-6624
当番医 小児科 石川こどもクリニック ☎52-8558

29 月

サロンWAKABA わかばの会（若者・子育て世代の応援団）
日時 ６月 ２日㈫ 11：00 〜 15：00 場所 野ぼたん（上町）
日時 ６月20日㈯ 13：00 〜 15：00 場所 やさしい風「健康館」

きることがつらいと感じて
いる方を手助けするために
結成︒弁護士や臨床心理士といっ
た 専 門 家 と の つ な が り を 生 か し︑
問 題 解 決 へ と サ ポ ー ト し ま す︒
寺 で 開 く サ ロ ン は︑ 木 々 に 囲 ま
れ﹁ほっとできる﹂と好評です︒
皆さんの居場所を目指して今後
も活動していきます︒

環境にやさしい植物油インキを使用しています︒

28

サロン アロハ サロン アロハ
日時 ６月１日㈪ 13：00 〜 15：00
場所 市民活動支援センター（勤労青少年ホーム内）

サロン「リラタイム」 和絆
日時 ６月５日㈮、15日㈪、25日㈭ 14：00 〜 16：00
場所 浄徳寺

7日

9火
10 水
11 木
12 金

悩みや不安を打ち明けてみませんか。お気軽にお立ち寄りください

私たち
傾聴ボランティアです！
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６月のサロン日程はこちら！

