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ステム設計やホームページ制

社や人材派遣会社に勤務︒シ

の後東京のシステム開発の会

グの専門校で２年間学び︑そ

高校卒業後︑プログラミン

入社を決意

能代には魅力ある商品開発

でＩＴ技術を普及したい

●ホームページやアプリ制作

年に代表に就任しました︒

会社へ入社を決意︒２０１６

くしたことがきっかけで今の

術の普及を﹂という志を同じ

会 い︑﹁地 元 に 更 な るＩＴ技

連の雇用創出も行いたいと考

場を広げられるよう︑ＩＴ関

きます︒またそうした活動の

更に高めるお手伝いをしてい

効率化や会社のブランド力を

プリ製作などを通して︑業務

当社ではホームページやア

種町へ戻りました︒
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能代にＩＴ技術の更なる普及を

ゴ ーゴ ーウェブマ ーケット

さん ︵ 歳︶

作︑広報といったさまざまな

や事業を行っているお店や会

えています︒

30

地域おこし協力隊通信
合同会社

代表社員

伊藤 喬史

業務を経験し︑ 歳を機に三

社が数多くあると思います︒

Ｔ技術が欠かせません︒

地元へ戻ってからは農業を

注ぎたい

●次世代のＩＴ教育にも力を

にも取り組みたいです︒

の情報活用能力を高める活動

次代の能代を担う子どもたち

など︑ＩＴ教育にも力を注ぎ︑

校の職場体験活動の受け入れ

るプログラミング教室や︑学

要です︒昨年から開講してい

で以上にＩＴ教育の充実が必

教育の必修化により︑これま

る小中高でのプログラミング

今年から段階的にスタートす

ＩＴ技術の急速な成長や︑

その情報をより効率的︑効果

で前代表の佐藤智一さんと出

37

プログラミング教室で
子どもたちのＩＴリテラシーを育成

的に発信していくためにはＩ

住所：豊祥岱1-25丸米第一ビル2F
TEL：57‐3323

していましたが︑趣味で通っ

合同会社 ゴーゴーウェブマーケット

ていたバレーボールサークル

●前代表との出会いで

No. 97

ココ
秋田銀行
能代南支店
いとく
能代南店

能代第二中学校
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第 61 回
https://www.facebook.com/noshirokyoryokutai/
協力隊の活動状況はFacebookで公開中！

千勝 数馬 編
今年のゴールデンウイークは能代カップが初
の中止となり︑落胆された方も多かったと思い
ます︒そこで能代カップを家にいても楽しんで
もらえるように﹁ＢＡＣＫ ＴＯ ＴＨＥ Ｎ
ＯＳＨＩＲＯ ＣＵＰ﹂を企画しました︒ＳＮ
Ｓでは第１回からの大会結果の振り返りを︑Ｙ
ｏｕ Ｔｕ ｂｅ では能代工業ＯＢからのメッセー
ジや過去の能代カップの映像配信を行いました︒
過去の歴史を見て︑当時のエピソードや︑懐
かしいといった声が聞こえてきて︑能代カップ
の歴史と偉大さを再認識しました︒来年開催さ
れる時は︑例年以上に会場へ足を運んで能代工
業を応援しましょう︒
ところで︑私の活動拠点であるバスケミュー
ジアムが畠町から柳町へ移転しました︒広さは
以前の約３倍！展示コーナーも︑加藤廣志先生
コーナーを筆頭に︑能代工業︑田臥勇太選手︑
ＮＢＡコーナーなど︑
能代ならではの貴重な
資料が多数展示されバ
ージョンアップしてい
ます︒今回配信したＯ
Ｂのメッセージや過去
の試合映像なども見る
ことができます︒リニ
ューアルしたバスケミ
ュージアムを楽しみに
ぜひお越しください︒
館内には貴重なグッズや資料がずらり

問合せ 市民活力推進課 ☎ 89‐2212

こ のコーナーでは 、まち の 元 気 さん を 紹 介します 。

消防署からの
お知らせ
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【問合せ】
消防本部救急課 ☎ 52‐3368
能代山本広域消防本部では、昨年31人の熱中症の方を
救急車で搬送しています。これから暑くなる時期を迎え
るため、次のことに注意し熱中症の予防に努めましょう。

予防のポイント
●体調不良、暑いときの無理な運動を避ける

9 出会い・結婚支援

●高齢者の居室では、温湿度を測り、暑さを避け、こま
めに水分や塩分をとる

10 話題ピックあッぷ
子ども園調理師おすすめレシピ
12 市役所からのお知らせ

●日時を選んで行動し、涼しく過ごす住まい、衣服を工
夫する
●エアコンを使用する場合は設定温度ではなく、「室温
28℃」を目安に調整する

●炎天下では、日傘や帽子を使い、輻射熱を吸収する黒
色系の素材を避ける

14 みんなの健康・福祉

こんな時は救急車を!

16 学びの情報箱
18 まちなか瓦版（講座案内）
19 あなたにタッチ ⁄ わたしの推し本 ほか

●自分で水分補給できない

●脱力感、倦怠感が強くて動けない
●意識がない、あるいは全身の
けいれんなどの症状がある

広 報 ク イズ
紙

表

の

月

今

能代バスケミュージアム
リニューアルオープン

Ｑ1 地域おこし協力隊の千勝隊員が行った、能代カップを振り
返る企画の名称は？
Ａ．BACK TO THE NOSHIRO CUP
Ｂ．BACK TO THE PAST
Ｃ．BACK TO THE GOLDEN WEEK
Ｑ2 松枯れの原因となる線虫の名前は？
Ａ．マツノキセンチュウ
Ｂ．マツノザイセンチュウ
Ｃ．マツガラシセンチュウ
■ すべて正解した人の中から抽選で 3 人に、図書カード（500 円分）を
プレゼントします。

６月１日、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
ンしました。この日はテープカットや
館内見学が行われ、来場者はバスケの
歴史や文化が楽しめる同館の再出発を
祝していました。
当日の様子は P10 の話題ピックあッ
ぷにも掲載していますのでこちらもぜ
ひご覧ください。
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広報クイズの 応募方法
はがきやファクス、E メールで、クイズの答え・郵便番号・住所・
氏名（ふりがな）
・年齢・性別・電話番号を記入し、広報のしろに
対してひと言添えてご応募ください。
あ て 先 〒016-8501 能代市上町１番３号 地域情報課
ファクス 89−1793 Ｅメール kouhou@city. noshiro. lg. jp
締め切り ６月２６日 ㈮（当日消印有効）
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

感染症関連情報（６月３日現在）
支援機関
との面談
（月４回）

ハローワーク
での職業相談
（月２回）

求人応募・
面接
（週１回）

離職・廃業

要

要

要

要

休業など

要

要

不要

不要

離職・廃業、休職などの状況
要件を一本化し、求職申込な
どの要件を緩和

【コロナ期間限定】
支援機関
との面談
（月４回）

ハローワーク
での職業相談
（月２回）

求人応募・
面接
（週１回）

不要

要
（月１回）

不要

不要

提出書類

能代市社会福祉協議会
☎ ・６０００

象

●住宅確保給付金とは
離職や事業の廃止︑ご自身
の責任や都合によらず収入が
減少したことなどで経済的に
困窮し︑住居を失った方や失
うおそれがある方が対象の給
付金です︒
求職活動を行うことなどを
要件に︑家賃相当分︵上限額
あり／原則３か月︶を支給し︑
就職等による経済的自立を支
援する制度です︒

対

●世帯収入による支給要件
住宅確保給付金には世帯収
入の合計額が収入基準額以下

84

であることや︑世帯の預金合
計額が金融資産基準額以下で
あることが支給要件に含まれ
ています︒

世帯員数が３人の場合
収入基準額
万６千円

例
金融資産基準額
万円
家賃相当分の支給上限額
４万６千円

18

問合せ

離職・廃業
休業など

求職申込

住居を失った方や失うおそれがある方へ

求職申込

住宅確保給付金のご案内

【通常の求職要件】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ︑住宅確保給
付金の支給に関する求職要件が一部緩和されました︒申請
や給付金の支給要件に関する詳細は︑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︒

要件緩和で支給対象者が拡充されました

89

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月と比べ
て 30％以上減少している市内の事業者（※）
※令和２年１月１日時点で市内に主たる事業所がある法人や市内に住所がある個人事業者

●交付申請書 ●令和元年の確定申告書類の控え
●通帳の写し
●売上が減少した月の事業収入額がわかる書類
●個人事業主は本人確認書類※法人は窓口にお越しいただく方の身分証明書など

市の相談窓口では国や県の給付金の申請支援も行っています

国

新型コロナウイルス感染症により売
上が前年同月比で 50％以上減少して
いる方に、法人最大 200 万円、個人
事業者最大 100 万円を支給。
※申請は令和３年１月 15 日㈮まで

県

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
めの県の休業要請に協力した中小企業・
個人事業主に 30 万円（県内に複数事
業所がある場合 60 万円）を支給。
※申請は令和２年６月 15 日㈪まで
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4

新型コロナウイルス
☎018-866-7050（24時間）
☎018-895-9176（９時〜17時）
☎0570-011-567（９時〜21時）

25

差別・いじめなどの人権相談は

事業主の皆さんへ

あきた帰国者・接触者相談センターへ

労働保険の年度更新
期間が延長されました

体調に異変があった場合は

広報のしろ５月 日号に掲
載した令和２年度労働保険
︵労 災 保 険・雇 用 保 険︶の 年
度更新期間が新型コロナウイ
ルス感染症の影響を踏まえ︑
延長されました︒
また︑同感染症の影響によ
り︑事業に係る収入に相当の
減少があった事業主の方は︑
申請により労働保険料などの
納付を１年間猶予することが
できます︒

電話相談

みんなの人権 110 番へ

●能代市消防競技大会（中止）
問合せ 防災危機管理室
（能代消防署）☎52-3311
地域局総務企画課☎73-2112
●甲種防火管理新規講習（延期）
問合せ 能代消防署☎52-3312

マスク着用・検温の上、人数制限をして実施します。
肺機能検査については、当面の間、休止します。

問合せ

健康づくり課☎58-2838

●国民健康保険【特定健康診査】
問合せ 市民保険課☎89-2166
●後期高齢者医療【後期高齢者健康診査】
問合せ 市民保険課☎89-2159

20

31

10

主の皆さんには︑有給の特別

６月１日から実施しています。
●保健センター【健康診査・各種がん検診】

52

休暇制度の導入など休みやす
い環境の整備や︑職場の感染
リスク軽減のため︑テレワー
クや時差出勤の積極的な活用
などの配慮をお願いします︒
また︑同感染症拡大防止に
伴う休暇制度導入などの相談
に︑働き方・休み方改善コン
サルタントが訪問や電話で応
じます︒詳しくはお問い合わ
せください︒
問合せ 秋田労働局雇用環境
・均等室
☎０１８・８６２・６６８４

健康診査などの実施について…………………………

☎ ・６１５１

中止や延期が決定している主な行事…………………

詳しくは︑秋田労働局また
は能代労働基準監督署へお問
い合わせください︒
変更前の年度更新期間
６月１日㈪〜７月 日㈮
変更後の年度更新期間
６月１日㈪〜８月 日㈪
問合せ 能代労働基準監督署

行事などの開催について

妊娠中の女性労働者への
配慮をお願いします
妊娠中の方が新型コロナウ
イルスに感染した場合︑妊娠
していない時に比べて重症化
する可能性があります︒事業

☎0570-003-110（平日8時30分〜17時15分）

中小企業・個人事業者の皆さんへ
の皆さんへ
能代市事業継続支援金のお知らせ
のお知らせ
【完全予約制】

相談・ご予約はこちら

☎89-2186

受付場所 市役所大会議室
受付時間 平日午前９時〜午後４時

万円を支給します

5
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６月は環境月間です
1972年６月５日からスウェーデンの首都ストックホルムで「国連人間環
境会議」が開催されたことを記念し、国連で６月５日を「世界環境デー」と
定めました。

4

内川
3

2

1

悪土川
比井野川

※米代川調査は国土交通省で行っています。
※檜山川、久喜沢川の調査は年１回です。

● 野焼きは禁止されています

簡易な焼却設備︵ドラム缶など︶で
ごみを焼却することは野焼きと見なさ
れます︒
野焼きはダイオキシンなどの有害物
質を発生させるほか︑煙や臭いは周囲
の迷惑となりますので︑伝統行事など
一部の例外を除き禁止されています︒
絶対にやめましょう︒
法律に違反して野焼きをした場合︑
５年以下の懲役または１千万円以下の
罰金が科されることがあります︒

●生ごみコンポスト容器の
購入費を補助します

家庭から出る生ごみの減量化には︑
堆肥などの資源として活用することが
有効です︒市では生ごみを堆肥にする
ために活用されるコンポスト容器の購
入費を一部補助しています︒
対象者 市内に住所がある方

補助額 今年度中に購入した容器本体
の購入費︵消費税含む︶の１／２の
額︵１００ 円未満切り捨て︶で︑上

限は３０００円となります︒

環境衛生課

☎ ・２１７３

6
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水質調査の結果をお知らせします

檜山川

地域の環境を監視するため︑市では毎年︑川や海︑沼の水質調査を行っていま
す︒
︵調査結果は市ホームページでもご覧いただけます︒︶

米代川

比井野川
環境基準
（※2）

5

内川
米代川 悪土川 檜山川 久喜沢川

0

購入時の領収書が必要です︒
※
先
※ 着 順 と し︑年 度 途 中 で も 既 定 の 予 算
に達した時点で締め切ります︒
過 去 ５年 間 に 補 助 を 受 け た 方 は 該 当 し
※
ません︒

問合せ

89

久喜沢川
（能代橋）

6

川を汚さないために

ＢＯＤ( 生物化学的酸素要求量 )
水の中に含まれている有機物質を微生
物が分解する際に消費される酸素の量。
数値が大きいほど汚れが大きい。
※２ 環境基準
人の健康を保護し生活環境を保全する
上で維持されることが望ましい基準。生
活環境の保全に関する環境基準では、河
川を６種類の水域に分類し、その水域毎
にＢＯＤの基準を定めています。
▶米代川（能代橋） ３mg／㍑
▶檜山川
５mg／㍑
▶その他の河川
２mg／㍑
※１

川の水質状況

［㎎ /L］

川が汚れる原因は︑生活雑排水や工
場・事業場からの排水︑油漏れ︑農業
排水の流入などが考えられます︒
特に生活雑排水の汚れの大部分を廃
食用油が占めています︒
廃食用油は台
所から流したり
せず︑廃油回収
に提供するか︑
新聞紙などで吸
い取り︑燃える
ごみとして出す
などしてくださ
い︒

《 用 語 説 明 》

川の環境調査測定地点
川の水質調査の結果

水の汚れの度合いを数字で示すＢＯ
Ｄ︵生物化学的酸素要求量︶は︑ほと
んどの川で環境基準を達成しています
が︑一部で環境基準を超える川があり
ます︒原因として︑生活雑排水などの
影響が考えられます︒
ＢＯＤ
（生物化学的酸素要求量）
（※1）
元年度平均値

秋田県水と緑の
マスコット「森っち」

日本では平成３年度から６月の１カ月間を「環境月間」として、全国でさ
まざまな行事を行っています。
問合せ 環境衛生課☎89‑2173

場

所

回収時間

１

市役所保管庫（旧渟城第二小学校）

２

向能代地域センター玄関

３

南地域センター玄関

４

扇渕地域センター玄関

５

檜山崇徳館玄関

６

鶴形地域センター玄関

７

常盤の里交流センター玄関前

８

中央公民館駐車場脇倉庫

９

テラタ向能代店

10

イオン能代店１階サービスカウンター

8:00 ～ 22:00

11

ザ・ビッグ能代長崎店

7:00 ～ 21:00

17

平日 8:30 ～ 17:15

終

日

12

ザ・ビッグ能代高塙店

8:00 ～ 21:00

13

マックスバリュ能代北店

8:00 ～ 22:00

14

市役所二ツ井町庁舎駐輪場

15

旧富根出張所敷地内

16

二ツ井公民館玄関前

17

いとく二ツ井ショッピングセンター

廃食用油回収実績
年度

数量

平成27年度

7,152㍑

29年度

8,620㍑

28年度
30年度

令和元年度
終

廃食用油の回収拠点を利用しましょう

市内 カ所の回収拠点で、皆さん
のご家庭で不要になった使用済み
の食用油を回収しています。
回 収 さ れ た 廃 食 用 油 は、Ｂ Ｄ Ｆ
（ バ イ オ・デ ィ ー ゼ ル・ヒ ュ ー エ ル ）
と呼ばれる、軽油の代替燃料として
リサイクルされ、地球温暖化の防止
に貢献します。

廃食用油回収拠点

7,095㍑
8,003㍑
6,595㍑

日

※イオン能代店、ザ・ビッグ能代長崎店、ザ・ビッグ能代高塙店、マックスバ
リュ能代北店では 500ml のペットボトルに入れてお持ちください。容器ごと
回収します。その他の回収拠点では、容器をお持ち帰りください。

ミニ環境通信

〜ごみを減らして循環型社会の実現へ〜

能代市のごみ事情について考えてみましょう

家庭で出たごみはどこへ行くの？
燃えるごみは三種町にある南部清掃工場で焼却
されます。燃えないごみは八峰町にある北部粗大
ごみ処理工場で破砕。鉄などの資源となるものを
回収し、残った物や焼却灰を能代市の最終処分場
で埋立処分しています。
各施設には、設備の使用頻度による寿命や、埋
立できる処分量に限りがあります。出来るだけ長

ごみの処理量

く施設を利用し、ごみ処理にかかる経費をかけな

25,000

いようにするため、各家庭でごみの減量に取り組
みましょう。

能代市ではどのくらいのごみが出ているの？
市のごみ処理量は減少傾向にありますが、令和
元年度の家庭系の資源ごみを除く市民１人１日あ
たりの排出量は540gと年々増加傾向にあります。
限りある資源を後世に残すためにも、家庭から出
るごみの分別にご協力ください。

20,000
15,000
10,000
5,000
0

（ｔ）

531
21,271
事業所
7,779

534
20,464
8,011

一般家庭での
１人１日あたりの
ごみの量

540

19,716

広報 のしろ 2. 6.10

520

8,150

一般家庭
13,492

12,453

11,566

平成23年度

平成27年度

令和元年度

１人ひとりの取り組みが、資源の有効活用・ごみの減量化につながります
7

540

0

（ｇ）

松くい虫から貴重な森林を守るために

薬剤散布と
伐倒駆除を行います
米代西部森林管理署業務グループ☎54‑5511
県山本地域振興局森づくり推進課☎52‑2181
林業木材振興課☎89‑2250
問合せ

薬剤散布区域は︑風の松原などの海岸部のほか︑きみまち阪
公 園 で す︒ま た︑竹 生・須 田・落 合・浅 内 で は︑県 が 伐 倒 駆 除
を行います︒作業は安全に十分配慮して行いますが︑事故など
に遭わないようにご注意をお願いします︒

薬剤散布と伐倒駆除は
どうして必要なの？

ら能代を守っていくため︑皆
さんのご理解とご協力をお願

砂︑津波といった自然災害か

能代の貴重な森林資源とし
ての松林を保護し︑強風︑飛

薬 剤 散 布 や 伐 倒 駆 除 に は︑
こうした松枯れの原因となる
線虫・カミキリを駆除したり︑
健全な松への侵入を防いだり
する効果があります︒

松くい虫による松枯れを防ぐために行います
松を枯らす原因は﹁マツノ
ザイセンチュウ﹂という体長
１ ミリに満たない小さな線虫
です︒この線虫が松の樹体内
で増殖し︑水の通り道を塞ぐ
ことで︑松枯れを引き起こし
ます︒
そしてこのマツノザイセン
チ ュ ウ を 健 全 な 松 に 媒 介 し︑

いします︒

秋田県山本地域振興局

薬剤散布

同上

伐倒駆除

能代市

薬剤散布

散布中は掲示板などで作業中であることをお知らせ
します。散布区域内には立ち入らないでください。

■ご注意ください

薬剤散布

６月中旬〜７月中旬
６月上旬〜７月上旬

きみまち阪公園

また、食べ物や洗濯物を外に出さないようにして
ください。

域
作業内容

区
実施主体

米代西部森林管理署

■実施期日
薬剤散布
伐倒駆除

被害をまん延させるのが﹁マ
ツノマダラカミキリ﹂という
昆虫です︒線虫が健全な松を
枯らす役割を︑カミキリが線
虫を枯れた松から健全な松へ
運ぶ役割をそれぞれ分担する
という共生的関係があること
で︑松枯れの被害が広がって
いきます︒

薬剤散布の様子

Why?

散布区域内および周辺の青空駐車は避けてください。

万が一、薬剤が体についた場合は、直ちにせっけ
んで洗い落としてください。使用する薬剤は低毒
性のもの（アセタミプリド液剤・チアクロプリド
水和剤）です。

※住宅地や農地と隣接している松林は一定の距離を
離して散布を行います。

8
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気軽に登録、丁寧なサポート

あきた結婚支援センター HP https://www.sukoyaka-akita.com

あ な た の 出 会 い・結 婚 を 支 援 し ま す

あきた結婚支援センターをご利用ください

県 きた結婚支援センター」では、県内３カ所
・市町村・民間団体が共同で運営する「あ

で会員登録制による１対１の個別マッチング事業を
行っています。
有効期限 登録日から２年間
入会条件 20 歳以上の独身の男女で結婚を誠実
に希望する方
場所
北センター/大館市字中町5（旧正札竹村ビル２階）
中央センター/秋田市中通6‑7‑36（フォーラムアキタ1階）
南センター/横手市四日町6‑8（横手市役所本庁舎向）
今年１月から、マッチングシステムにＡＩ
（人工知能）が搭載され、より便利になりま
した。センターで登録後、スマートフォンやパソコンからいつ
でも検索できます。また、
ＡＩが相性の良いお相手を紹介す
る機能もあります。

NEWS!

①インターネットで仮登録（センター訪問予約）
②センター訪問
※月に 2 度、能代市内で行われる出張センター
を利用することもできます。

③インターネットで本登録
④お相手探し（自分で検索＋AI 紹介）
⑤希望の相手と日程調整し、お見合い
⑥交際開始（交際中も必要に応じて結婚コーデ
ィネーターがサポートします）
⑦成婚

♥登録料を全額助成します !
市では、出会いや結婚を希望する独身の方を
応援するため、あきた結婚支援センターの入会
登録料１万円を全額助成しています。詳細は市
ホームページかお電話でご確認ください。

♥「結婚サポーター」を募集しています
結婚サポーターは県に登録し、市やあきた結
婚支援センターと協力して結婚支援活動を行う
ボランティアです。出会いや結婚を希望する独
身の方々を応援するため、できることをできる
範囲で活動してみませんか。
総合政策課や地域局市民福祉課の窓口に備え
る応募用紙に記入の上、各課へお申し込みくだ
さい。市ホームページからも入手できます。

20

10

80

15

出会いづくりを応援する団体・個人へ
補助金を交付します

市では︑独身男女の出 補助の対象経費
会いの場を創出する活動
〇講師・司会者などへ
を行おうとする団体また
の謝礼︑旅費
は個人に対し補助金を交
〇事務用品︑広告︑チ
付しています︒昨年度は︑
ラシのコピー代
ハンドクラフト講座や魅
〇会場設営の委託料︑
力アップセミナー︑アク
会場使用料︑参加者
ティビティを取り入れた
のレジャー保険料
ものなどに活用され︑
など
飲食費︵飲食材料費︶︑
人が参加︑ 組のカップ
※
金券などの購入費用は
ルが誕生しました︒
対象外です︒
補助対象者 主たる活動
補助金額
の拠点が市内または山
上限 万円︵４事業︶
本郡内にあり︑独身男
申し込み 補助金交付申
女の出会いの場を創出
請書類を総合政策課に
するイベントを企画す
提出
る団体または個人
対象事業︵両方に該当︶
①原則市内で実施し︑
参加者が男女とも独
身かつ 歳以上であ
ること

年
※齢は条件の範囲
で個別に設定可能

②概ね 人以上が参加
し︑市内在住者の割
合が参加者全体の５
割以上であること
20

♥登録から成婚までのステップ

このページに関する問い合わせは…総合政策課人口政策・移住定住推進室☎89-2163
9
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能代市公式ＳＮＳアカウントはこちら!
公式
twitter

公式
facebook

市内の主な出来事をご紹介します

月
5 6 話題ピックあッぷ

ディンプルアート（ガラス絵）教室

能代市防犯指導隊委嘱状交付式

塗り絵感覚で楽しめるアート

地域の安全・安心のため新隊員を委嘱

５月26日、畠町新拠点でディンプルアート教室が
行われました。下絵が描かれたガラスに特殊な絵の
具で色を塗るアートで、塗り絵感覚で楽しめると好
評です。講師の麻木裕子さんは「塗り方一つで表情
が変わるのが魅力。初心者にもお勧め」と話します。

５月13日、能代市防犯指導隊委嘱状交付式が市長
応接室で行われ、新たに隊員となった安井隆之介さ
んへ市長から委嘱状が手渡されました。齊藤市長は
「市民の安全・安心を守るため、ご協力をよろしく
お願いします」と安井さんを激励しました。

6 月1日から 柳町へ移転しました

能代バスケミュージアム
リニューアルオープン
６月１日、能代バスケミュージアムが畠町
から移転し、柳町の空き店舗を活用してリニ
ューアルオープンしました。開館に先立ち、
同館の玄関前では齊藤市長や来賓の皆さんが
オープンを祝してテープカット。
展示スペースがこれまでの約３倍の広さと
なり、バスケの歴史や文化を象徴する数多く
の展示品が並べられた館内には多くの市民が
見学に訪れ、バスケの街能代の広告塔として
新たなスタートを切りました。

ねぎのん
取材日記
選手のユニフォームや
サインなど、貴重なグッズが
たくさんあってとっても
見ごたえがあったわ♪
みんなもぜひ遊びに
来てね！
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子ども園調理師

おすすめの一品!
〜きみまち子ども園 〜

魚の 野菜あんかけ
プラネタリウムヨガスタジオ着工式

空き店舗を「能代ならでは」の場所に
５月21日、能代駅前の空き店舗で同スタジオの着
工式が行われました。地域おこし協力隊の八巻隊員
が発案した、「宇宙」と「ヨガ」を掛け合わせた能代
ならではのプロジェクト。この日は着工に先立ち神
事などが行われ、工事の安全を祈願しました。
1人当たり栄養価 エネルギー 214 ㎉ ／ 塩分 2. 4g

材料（４人分）
白身魚 ……………………… ４切 塩

………………………… 少々

片栗粉（まぶす用） ……… 適量 サラダ油

……………… 適量

にんじん ……………… １⁄４本 ピーマン

……………… 1 個

もやし

しいたけ

……………… 1 本

水 ………………………… 100 ㎖ しょう油

……… 小さじ２

…………………… 20ｇ

酒 ……………………… 大さじ２ みりん
砂糖

………………… 大さじ２

………… 大さじ２

和風だしの素 … 小さじ２

片栗粉（とろみ用）… 小さじ１ 水（とろみ用）…… 大さじ２

子ども館「モデルロケット教室」

自分だけのオリジナルロケットを製作

作り方
①魚に塩をふり、水気をとったら
片栗粉をまぶして油で揚げる。
②にんじん・ピーマンは細切り、
しいたけはスライスする。
③鍋に水・にんじん・もやし・し
いたけを入れ、にんじんが柔らかくなるまで煮る。

５月24日、子ども館で今年度最初のモデルロケッ
ト教室が行われました。参加した７人の児童は職員
の指導のもと、オリジナルのロケットを製作。打ち
上げも行われ、ロケットは煙をあげて青空に向け勢
いよく飛び立ちました。

④調味料を入れひと煮立ちし
たら、ピーマン・水溶き片
栗粉を入れとろみがつくま
で混ぜ合わせる。
⑤器に揚げた魚を盛り、野菜
あんをかける。

ワンポイント アドバイス
魚をカラッと揚げるには、
油の温度は 180℃ 〜 190℃
です。ピーマンに熱がとおり
過ぎると色が悪くなるので、
最後に加えます。酢を加え、
甘酢あんかけにしてもおいし
く食べられます。

11
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木の学校「木工教室」

やすりがけや金づちの小気味よい音が響く
５月27日、木の学校で木工教室が行われました。
市内外から集まった10人の参加者は木板を繋ぎ合わ
せ、カフェテーブルを製作。館内では丁寧にやすり
がけを行ったり、金づちを打ったりする様子が見ら
れ、小気味よい作業音が響いていました。

市役所からのお知らせ
https://www.city.noshiro.lg.jp
□ 本庁舎（代表☎52‑2111）
〒016-8501 能代市上町 1─3
□ 二ツ井町庁舎（代表☎73‑2111）
〒018-3192 能代市二ツ井町字上台 1─1

市政
トピックス

51,822人
23,958人
27,864人
24,282世帯

誰もが個性や能力を発揮できる社会へ

23

６月は秋田県男女共同
参画推進月間です

日㈪は国の男女共同

29

（−72）
（−26）
（−46）
（＋26）

６ 月は秋田県男女共同参画

推進月間です︒また︑６月

日㈫〜

参画週間です︒性別や年齢に

かかわらず︑誰もが自らの意

思でそれぞれの個性と能力を

向能代金山墓地公園

●墓地は︑土地を譲渡するの

ではなく永代使用する権利

を譲渡するものです︒譲渡

や転貸はできません︒

●墓地を返還した場合でも︑

永代使用料や管理手数料は

返還しません︒

日㈬〜７月

17

発揮できる環境をつくるため

日㈪

墓地の使用者を募集します

向能代字平影野２ ２
‑

名称 向能代金山墓地公園

所在地

㎡／１区画

総区画数 ６３６区画

区画面積 ２・

申し込み ６月

３日㈮の間に申込書を提出

分〜

７月７日㈫午後２時〜

抽選日時

受
※付は午後１時

抽選場所

市役所本庁舎会議室８

☎ ・２１７４

問合せ 環境衛生課

30

には︑一人ひとりの取り組み

５月分市長交際費

総務課☎89‑2112

５月分の支出はありません

※市長交際費については、市のホームページ（市長室）や市
役所本庁舎行政情報コーナー、二ツ井町庁舎１階総務企
画課でご覧いただけます。

市営住宅入居者募集

詳しくは、都市整備課、地域局建設課で募集案
内をご覧ください。募集案内は市ホームページに
も掲載しています。
住宅名

所在地

募集戸数

単身者入居

大瀬住宅

字大瀬儘下

8 戸（2LDK）

不可

4 戸（3DK）

不可

10 戸（3DK）

不可

向ヶ丘住宅
（公営）
向ヶ丘住宅
（改良）

落合字
中大野台

芝童森住宅

字寿域長根

2 戸（3DK）

不可

上町

1 戸（2DK）※

不可

住吉町

1 戸（2LDK）

不可

上町住宅

89

や意識改革が必要です︒人権

を尊重し合い︑対等な立場で︑

男女のパートナーシップにつ

までに︑後期は８月

までに電話または直接

☎ ・５２８１

問合せ 学校教育課

31

問合せ 市民活力推進課

89

いて考えてみませんか︒

☎ ・２１４８

前期 ８月 日㈭

令和３年度の教科書見本を展示

１・５ｍ ︶
︵１・５ｍ ×
募集区画 ５区画

万円／１区画

25

73

子どもの発達や行動について

就学や教育に関する
相談会を行います

期日

８月 日㈮

27

日㈯

永代使用料

︵一括納入︶

管理手数料 年額２１００円

／１区画

使用資格 市内に住所または

本籍がある方

留意事項

10

日㈮〜

時〜午後５時

10 12

教科書展示会を行います

午前

日㈰︑ 日㈰は休み

21

28 21 20

日時 ６月

６月
※

場所 勤労青少年ホーム

14

口
男
女
世帯数

後期 ９月 日㈪

時間は申し込み後に調整して
※
お知らせします︒

場所 市役所本庁舎

対象 来年度就学予定または

☎ ・３３６９

問合せ 北教育事務所山本出

張所
52

小中学校に在学中の子ども

日㈮

の 保 護 者︵お 子 さ ん の 来 場

前期は７月

はご遠慮ください︶

申し込み

31

能代市の人口 ( ４月末現在 )

人

︵ ︶は前月比

5 月 26 日、日 本 海 中 部 地 震 に
よる、津波や地震の犠牲者を追悼
するため齊藤市長が大森山の津波
慰霊碑へ献花を行いました。昭和
58 年の発生から 37 年を迎えた日
本海中部地震。災害の記憶を風化
させることなく、この機会に皆さ
んも防災について考え、命を守る
ための備えを心掛けましょう。

住吉町住宅

※60 歳以上の方。他に同居親族に条件あり。

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 家賃月額の３カ月分
募集期間 ６月 18 日㈭まで
問合せ 都市整備課 ☎89‑2194
地域局建設課☎73‑5300
広報 のしろ 2. 6.10

12

ネギにも花が咲くって知ってた？冬を越したネギは暖かくなる５月ごろからネギの葉のてっぺんに白くて
丸い種の塊ができるの。これを「ネギ坊主」と呼ぶのよ。私の前掛けと靴にもついてるわ♪

市政に対する市民の理解と信頼を確保し、行政の
説明責任を果たすための制度です。市が保有してい
る文書などの閲覧やコピーを請求できます。原則公
開と個人情報の保護を基本とし、市政情報の的確な
提供に努めています。
項
公文書の開示請求

目

件

数

19

全部開示
一部開示
不開示
存否応答拒否

12
６
１
０
０

個人情報保護制度

個人情報の適正な取り扱いを確保するための制度
です。市民は、自分自身に関する情報の開示を求め
たり、その情報に事実の誤りがある場合には訂正を
求めることができます。
項
個人情報の開示請求
決定内容

あなたの
大切な遺言書を
守ります

１

不服申し立てに対する決定または裁定

全部開示
一部開示
不開示
存否応答拒否

不服申し立て

目

件

数

28
28
０
０
０
０

※訂正、削除、中止の請求や苦情の申し出はありませんでした。
※令和元年度末における市の個人情報取扱事務件数は、494 件です。

制度の詳細は
こちらから➡
遺言書ほかんガルー

事業主の皆さんへ

遺言書を法務局で保管することができるようにな
り、紛争リスクの軽減や遺言者のプライバシーの保
護が可能となり、相続手続きをより円滑に行うこと
ができます。

●秋田働き方改革推進支援
センター出張相談会
労務管理全般の相談や雇用

関係の助成金活用などについ

て社会保険労務士が相談に応

じます︒

日㈬

午後１時〜午後４時

市役所本庁舎２階相談室

日時 ６月

場所

申し込み 前日までに電話で

☎０１２０・６９５・７８３

問合せ 同センター

☎０１８・８６５・５３３５

◎これからは

新規学校卒業者の早期
求人確保をお願いします

６月１日から来春の高卒者

を対象とした求人受付が開始

されました︒企業の将来を担

う人材の確保と若年者の地元

就職による活力ある地域づく

りのため︑早期の求人提出に

より学生・生徒へ企業情報や

採用情報を発信してください︒

またハローワーク内に事業所

相談コーナーを開設し︑高卒

自筆証書遺言書は自宅で保管される場合が多く、
遺言書の紛失や相続人による廃棄や改ざんなどで遺
言内容をめぐる紛争が生じることがありました。

広報 のしろ 2. 6.10

情報公開制度

不服申し立て

◎これまでは

13

24

令和元年度公文書と個人情報の開示状況

決定内容

この制度で何が変わるの…？

者の採用をお手伝いしていま

軽易な方式の遺言書で、相続内容を自分の字で記
載した遺言書を指します。

借金を抱え︑お悩みの方の

自筆証書遺言書って…？

●多重債務相談

遺言者の意思に従った適切な遺産分配を行い、相
続手続きを円滑にするため、自筆証書遺言書保管制
度が設けられました。制度の利用手続きには予約や
申請書類が必要ですので、詳しくは法務省のホーム
ページをご覧いただくかお問い合わせください。

す︒ぜひご相談ください︒

のご案内

秋田地方法務局能代支局☎54‑4111

相談に応じます︒相談者の状

開始

況を聞き︑必要に応じて弁護

士や司法書士などの専門家に

引継ぎも行います︒

７/10 自筆証書遺言書保管制度

問合せ ハローワーク能代

54

相談窓口 東北財務局秋田財

務事務所理財課︵秋田市山

分〜正

分

30

☎ ・７３１１

●弁護士による法律相談

王７丁目１ ４
‑︶
時間 平日午前８時

午／午後１時〜４時

☎０１８・８６２・４１９６

問合せ 同事務所理財課

30

日常生活の困り事や心配事

などの相談に応じます︒

日㈬

30

日時 ６月

午前９時 分〜正午

場所 能代市社会福祉協議会

定員 ５人

申し込み 事前に電話で

問合せ 同協議会

☎ ・６０００

89

24

無
料
相
談

市政情報については、行政情報コーナー（本庁舎１階）
、
または市ホームページをご利用ください。
問合せ 地域情報課☎89-2146

1,470円

1,050円

1,260円

40〜49歳：1,500円
50歳以上：1,000円

レントゲン撮影

レントゲン撮影
（バリウム）

便潜血検査

子宮頸部細胞診

マンモグラフィ

14
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あなたの気持ちお聴きします

無 料

お仕事などでお忙しい方も受診を

40歳以上

こころの相談会の
お知らせ

20歳以上

みんな の
健康・福祉

20歳以上

問合せ
保健センター
︵健康づくり課︶
☎ ・２８３８

20歳以上

・・・ ・・
日曜日 や午後 のがん検診 を ご利用ください

希望日の１週間

40歳以上

臨

午後の乳がん検診
︿保健センター﹀

日時

人

６月〜２月の第３水曜日
各日

午後３時〜
定員

申し込み

前までに電話で

■ 日曜がん検診・午後の乳がん検診の検診内容および料金

悩み事や不安な気持ちを一
床心理士がじっくりお話をお

仕事や介護・育児などで︑平日や午前中にがん検診を
受診することができない方が受けられるよう︑次のとお
り実施します︒この機会に︑ぜひご利用ください︒

分

受
※診の際は︑マスクの持参をお願いします︒

日曜がん検診
実施日
９月６日㈰
受付時間
午前８時〜８時

保健センター
人

電話で

乳がん

人で抱えていませんか？
介護保険

さい︒

聴きします︒秘密は厳守しま
すので︑お気軽にご相談くだ

月から今年３月まで

介護給付費通知書を
お送りします
昨年
相談は無料です︒本人だけ
でなく︑家族の方でも相談し

に介護保険対象の介護サービ
スを利用した方に︑介護給付
てください︒
相談内容
こころの健康に関すること
日㈪

検診機関
定員

申し込み

希望日の１週間

能代市の国保加入者や受診日に 70 歳以上の方は上記料金が無料になります。
各種がん検診無料クーポン券をお持ちの方も無料になります。

費通知書をお送りします︒
通知書とサービス提供事業
者から交付された利用票や領
日時 ６月
午後１時

収書を照らし合わせ︑誤りや
分〜４時

不明な点がありましたら︑お
︵１組１時間程度︶
定員 先着３人

場所 市役所本庁舎

問い合わせください︒
問合せ 長寿いきがい課

申し込み 電話で︵要予約︶
問合せ 健康づくり課

日時

人

３月までの毎週金曜日
午後２時〜
各日
申し込み

定員

前までに電話で

︵☎ ・３１２７︶

子宮頸がん

検診内容

大腸がん

料

30

58

胃がん

金

肺がん

対象年齢

10
58

10
52

29
☎ ・２８３８

12

30
58

☎ ・２１５７
市民福祉課 ☎ ・５５００

73 89

20

︵☎ ・２８３８︶
※・ 月は能代厚生医療セ
ンターで︑１・２月はＪＣ
検診予約時に︑大腸がん検
※
ＨＯ秋田病院で実施予定で
診︵家族分も可︶について
す︒実施日は決まり次第︑
も同時に申し込みできます︒
広報のしろなどでお知らせ
︿ＪＣＨＯ秋田病院﹀
します︒
11

10

みんなの健康・福祉

都合のつく日だけの参加もＯＫ

講師

場所

時間

健康運動指導士

向能代公民館

放課後児童クラブ

ヘルスアップ！運動教室
を開催します

申し込み 各放課後児童クラ

ブ で配布している申請書に

74-7221

記入し必要書類を添え︑利

留守家庭児童会あさない
（浅内小学校区）

89

夏休み期間中の
利用を受け付けます

74-6322

運動不足の方や運動を始め

留守家庭児童会白鳥
（第五小学校区４年生以上）

用を希望する放課後児童ク

58-4066

ラブへ提出

留守家庭児童会はくちょうクラブ
（第五小学校区３年生以下）

保護者が日中︑仕事などで

54-8810

家庭にいない小学校児童を対

留守家庭児童会青空会
（第四小学校区）

象に︑夏休み期間中の利用を

52-5559

受け付けます︒

留守家庭児童会みなみっこくらぶ
（渟城南小学校区３年生以上）
※２年生以下は要相談

先
※着順ではありません︒定員
を超 え る場 合 は 選 考 基 準 に 基
づき決定するため︑利用でき
ない場合があります︒

52-6352

問合せ 子育て支援課

留守家庭児童会樽子山の家
（渟城南小学校区２年生以下）

☎ ・２９４６

88-8692

受付期限 ７月３日㈮まで

電話番号

放課後教室あすなろ
（渟城西・南小学校区）

受付時間 午後１時〜６時

日・祝日は除く
※

放課後児童クラブ名

※対象学区以外の児童も利用できます。

畑山

午後１時

持ち物

飲み物

たい方へ運動の基本をお教え

します︒特定健診で動機づけ

人

汗拭きタオル

先着

支援や積極的支援に該当した

定員
15

内履き

日程は下の表のとおりです︒

30

分〜３時

幸代さん
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開催日の３日前ま

15

アリナス ☎ 54‐9200

58

健康づくり課

●バランスボールエクササイズ
木曜コース（７月９日、16日、30日）
時間 午後１時30分〜２時30分
金曜コース（７月10日、17日、31日）
時間 午前10時30分〜11時30分
定員 20人
費用 1 000円
申し込み ６月20日㈯までにフロントへ

☎ ・２８３８

●アクア体操
火曜コース（７月７日、14日、21日）
金曜コース（７月10日、17日、31日）
時間 午後１時30分〜２時20分または
午後２時30分〜３時20分
定員 20人
費用 1 000円
申し込み ６月20日㈯までにフロントへ

申し込み

問合せ

アリナススポーツ教室

方は︑ぜひご参加ください︒

能代保健所
☎ 52‑4333
健康づくり課 ☎ 58‑2838

密閉・密集・密接の３密を避

能代市役所

楽しくからだを動かしてみませんか

問合せ

でに電話で

問合せ

けて︑少人数で開催します︒

13：00 〜 16：00

所

運動しやすい服

10：00 〜 11：45

場

能 代地 区 の方 は 希 望 に よ り 送
※
迎します︒

6 月 26 日 ㈮

付

装・靴︑マスク

受

着用でご参加く

ださい︒

６月 の 献血日程

ヘルスアップ 運動教室「向能代コース」
6 月 19 日 ㈮
6 月 26 日 ㈮

筋力トレーニング

〜 体力アップ ! スタイルアップ ! 〜

室内でできる有酸素運動

〜 天気が悪くても運動はできる 〜

公共職業訓練 受講生募集

秋田職業能力開発促進センター
☎018‑873‑3178

●令和２年度アビリティコース・
デュアルコース８月期生募集

求職者を対象に受講生を募集して
います。
募集期間 ６月26日㈮まで
対象 ハローワークに求職を申込み、
新たな技術・技能を身に付けて再
就職を希望する方
定員
①金属加工技術科 10 人
②住宅リフォームデザイン科 15 人
③電気設備エンジニア科
（若年者コース・導入訓練付き）15 人
受講料 無料（テキスト代は自己負担）
申し込み ハローワークの紹介部門
で受講申込書を入手し、ハローワ
ークの職業訓練担当窓口へ
◆訓練について
期間・時間
①②８月４日㈫〜１月 29 日㈮
③ ８月４日㈫〜２月 26 日㈮
午前９時 20 分〜午後３時 40 分
場所 秋田職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター秋田）

企業在職者向け講習会
●ワード応用講習（全２回）

日記や案内状、招待状といった身
近な題材を活用して、読みが分から
ない文字の入力などのワンランク上
の入力テクニックを習得します。
日時 ７月１日㈬・２日㈭
午前８時 30 分〜午後３時
対象 企業在職者で文字入力ができ
る方
定員 先着10人
受講料 無料
（テキスト代は自己負担）
締め切り ６月19日㈮まで

●エクセル応用講習（全２回）

グラフ作成やデータの並べ替えな
ど一歩進んだエクセル機能を習得し
ます。
日時 ７月９日㈭・10日㈮
午前８時 30 分〜午後３時
対象 企業在職者で文字入力ができ
る方
定員 先着10人
受講料 無料
（テキスト代は自己負担）
締め切り ６月29日㈪まで

鷹巣技術専門校☎0186‑84‑8351

●車両系建設機械（解体用）
運転技能講習

労働安全衛生法に基づく講習会の
参加者を募集しています。
日時 ８月４日㈫・５日㈬
午前８時 50 分〜午後５時 15 分
対象 企業在職者で満18歳以上の車
両系建設機械（整地・運搬・積込
み用および掘削用）運転技能講習
修了者
定員 先着８人
受講料 無料
（テキスト代は自己負担）
締め切り ７月３日㈮
>> いずれも
申し込み 同校ホームページから申
込書をダウンロードし、必要事項
を記入の上、郵送かファクス、
または電話で問い合わせを
送り先 〒018‑3301
北秋田市綴子字街道下 191
秋田県立鷹巣技術専門校
民間訓練支援事務室
ファクス 0186‑84‑8352

※毎週木曜日に施設見学会を実施して
います。

能代店

お見積
無料

受付時間：８：００〜２０：００（日・祝定休）

-123 - 326
0120
宮腰商事
有限会社

能代市河戸川字南西山18‑9

能代市の
許可業者
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です
載が無い講座や
催し な どは無料
費用の記

６月木工教室

木の学校☎52‑5249
日時 ６月23日㈫、24日㈬、25日㈭
のいずれか
午前９時〜午後３時
定員 各10人
費用 1,800円
申し込み ６月17日㈬まで（必着）
作品名、希望日（１日のみ）、郵便
番号、住所、氏名、電話番号を記
入して往復はがきで。または木の
学校のホームページ（https://kin
o-gakkou.com/）の問い合わせフ
ォームから
送り先 〒016‑0171
能代市河戸川字南西山18‑19
能代市木の学校

中央公民館主催事業

中央公民館主催事業

中央公民館☎54‑8141

中央公民館☎54‑8141

●知って得する知っ得講座
｢もしもの時に備えよう！
家族を守る防災講座｣

●ちびっ子公民館

夏休みや冬休みの長期休暇に他校
の児童と一緒に体験活動ができる講
座の参加者を募集します。
期日／内容
○７月 28 日㈫
／開講式＆レクリエーション
○８月９日㈰／野外散策＆学習
○８月 14 日㈮／施設見学他
○８月 19 日㈬〜 20 日㈭
／宿泊体験（大館市）
○１月６日㈬
／ものづくり教室（秋田市）
○１月７日㈭〜８日㈮
／凧作り＆閉講式

災害が起きたら避難する場所を知
っていますか？災害はいつ訪れるか
分かりません。防災について改めて
考える機会を作りましょう。
日時 ７月７日㈫午前10時〜11時
講師 能代市総務課
防災危機管理室
室長 渡辺 健さん
対象 成人 定員 先着20人
申し込み ６月16日㈫午前９時から
電話で

※内容は変更する場合あり

※抽選につき１枚で１人まで

対象 市内在住の小学３・４年生
定員 先着25人 費用 7,000円
申し込み 中央公民館などに備える
申し込み書に記入の上、費用を添
えて窓口へ。６月15日㈪午前９時
から７月11日㈯まで受け付け

市民学校講座

二ツ井公民館☎73‑2590

●朝ドラ
「スカーレット」
でおなじみ
初心者陶芸教室（全４回）

小物収納ボックスを作ります。
高さ 17 ㎝
幅
30 ㎝
奥行き 20 ㎝

自分だけのカップ、茶碗、花瓶な
どを作ってみませんか。
日時 ７月７日㈫・14日㈫・28日㈫、
８月４日㈫
午後６時30分〜９時
対象 成人 定員 先着15人
費用 2,000円
申し込み 電話または窓口で。７月
３日㈮締め切り

電気設備の定期調査にお伺いします

東北電力から委託され、電気事業法に
基づき、４年に１回、漏電調査を行っ
ております。
調査員が訪問した際は、ご協力をお願いします。
調査員は制服を着用し、身分証明書を携帯してい
ます。調査の料金をいただくことはありません。
ご不明な場合は、お問い合わせください。

秋田電気安全サービス能代支所☎52-5202
17
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働き なが ら 保育士 を 目指す!!
アルバイトで学費を払いながら
学長

保育者を目指す夜間（第二部）の

北野 大

学生が増えています。

3 つの魅力

幼児教育学科第二部
ポイント

1

昼間は働いて
夜間は学ぶ

ポイント

2

学費が安く
月払い制度が
あります

秋草学園短期大学
資料請求案内詳細は入試広報室へ
〒359-1112埼玉県所沢市泉町1789

ポイント

3

地方から
入学してくる
学生も多数います

幼児教育学科第一部
幼児教育学科第二部
地域保育学科・文化表現学科

0120-251-337

7月

筆ペン講座（全３回）

畠町新拠点 の 講座
中心市街地活性化室☎89‑1414

要予約です。キャンセルは２日前までに。

池坊 佐藤静花先生のいけ花教室
日時
定員
日時
定員

７月２日㈭、23日（木・祝）
午前10時〜正午
４人 費用 2,500円

塩こうじ作りと健康講座
日時
定員
費用

ミキモトコスメの美肌教室
高橋公証人の遺言講座
「メイクアップ」 日時 ７月18日㈯午前10時〜 11時30分

７月１日㈬、
15日㈬、22日㈬、
日時
29日㈬午前10時〜正午
各10人 費用 1,800円
定員

布ぞうり講座
（全２回）

７月３日㈮午前10時〜正午
10人
（２人以上で開催）
700円

ＩＴチャオ!のパソコン超入門

日時 ７月３日㈮午前11時〜
場所 ＩＴチャオ
（畠町）
定員 ６人 費用 500円（初回限定）

油絵入門

日時 ７月８日㈬、
13日㈪
午前10時〜正午
定員 ６人 費用 市外在住者900円

発酵料理教室「味噌」
（デザート・飲み物付）
日時
定員
費用
日時

点心料理教室
「カレーまん」

日時

定員
費用

７月４日㈯
午後１時30分〜３時30分
４人
（２人以上で開催）
3,240円

さくら葬祭センターのお葬式講座

日時 ７月５日㈰午後３時〜４時30分
定員 ５人 費用 無料

日時
定員

７月６日㈪
午後１時30分〜３時30分
５人 費用 1,800円

折りばら教室
「福山ローズ」
日時
定員

７月７日㈫午前10時〜正午
６人 費用 1,000円

費用

無料

相澤屋の絣小物の会「巾着」

日時 ７月19日㈰午前10時〜午後４時30分
定員 15人 費用 1,800円〜

鶴形そば道場
日時
定員
費用

７月21日㈫午前10時〜正午
10人
（２人以上で開催）
1,000円

はじめてのマンダラエンディング
ノートお茶会
日時
定員
費用

７月22日㈬
午後１時30分〜３時30分
10人
1,000円

古流松應会 田中理笙先生の
いけばな教室
日時
定員

７月27日㈪
午後１時30分〜３時30分
７人 費用 2,000円

飾り巻き寿司教室「キャンディー」と
デコいなり「紅白結びいなり寿司」

プログラミング体験教室

７月10日㈮、
21日㈫
午後１時30分〜３時30分
各10人 費用 2,000円

ファーストコレクション工房の
オリジナルアクセサリー製作体験
日時

７月10日㈮、
24日（金・祝）
午前10時〜正午
場所 ファーストコレクション工房（柳町）
定員 各４人 費用 2,500円〜

水彩画入門

お片づけ講座
「基本編」
（段取りが大事！お片づけ３ステップ） 定員

デコもち教室「夜空の水まんじゅう」

６人

相澤屋のつるし飾り入門編「這子人形」

日時

日時 ７月６日㈪午前10時〜 11時30分
定員 ６人 費用 2,000円

定員

７月10日㈮、
24日（金・祝）
午前11時〜正午
定員 各10人 費用 1，
000円

手作り米粉パン教室
「米粉入り豆乳パン」
（手作りドレ 定員
ッシング、サラダ、雑穀スープ付）
７月５日㈰、20日㈪
午前10時〜午後２時
定員 ５人
（２人以上で開催）
費用 3,240円

７月９日㈭
午前10時30分〜正午
15人
（３人以上で開催）
1,000円

楽しく吹こうオカリナ教室

日時

日時

７月８日㈬
午後１時30分〜３時30分
８人
（２人以上で開催）
3,500円

珈音のおいしい珈琲講座
定員
費用

日時

７月７日㈫
午後１時30分〜２時30分
５人 費用 1,000円

コンポスト容器の使い方講座

７月４日㈯、25日㈯
午前10時〜正午
定員 各６人 費用 1,500円

日時

水彩画入門の様子

日時／内容
①７月16日㈭名前と住所の書き方
②８月20日㈭はがきの書き方
③９月17日㈭のし紙の書き方
いずれも午前10時〜正午
定員 15人 費用 1,500円（３回分）

７月12日㈰、
24日（金・祝）
午後１時30分〜３時30分
各８人 費用 1,000円

ディンプルアート（ガラス絵）教室
日時
定員

７月14日㈫
午後１時30分〜３時30分
28日㈫午前10時〜正午
各10人 費用 2,000円

若松さんのお菓子塾「みぞれ羹」
日時
定員

７月15日㈬、
18日㈯
午後１時30分〜３時30分
各15人 費用 1,500円

日時 ７月28日㈫午後１時〜４時30分
定員 15人 費用 1,300円〜

日時 ７月30日㈭午後１時30分〜３時
定員 ４人 費用 無料
※小学校高学年向けの講座です。

白神ねっと
スマホ・タブレット体験教室

日時 ７月８日㈬午前10時〜正午
22日㈬午後１時〜３時
場所 能代市文化会館
定員 各８人 費用 無料
申し込み ☎89-1755

木工体験教室「表札」

日時 ７月14日㈫〜 20日㈪
午前１0時〜午後３時
場所 畠町新拠点
定員 各３人
費用 1,000円
（材料費込）
申し込み
木工品市場☎88-8592（日曜定休）

前結びによる帯結び体験

日時 ７月28日㈫
午後１時30分〜２時30分
場所 旧料亭金勇
（柳町）
定員 ５人
費用 540円（変わり結び1,080円）
申し込み ☎050-3702-3040
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あ なた にタ ッチ
心を結ぶ〝わ〟をつなごう

尚美 さん ︵機織︶

あの頃の淡い思いがよみがえる

体当たりがきっかけで小学生の男女が
入れ替わる奇想天外な物語︒入れ替わっ
たことを家族にも秘密にして︑それぞれ
のふりをして生活しますが簡単にはいき
ません︒男女の性の違いで戸惑ったり︑
思わぬ事件が連続するうち︑お互いを理
解し︑思いやる気持ちが芽生えてきます︒

◉ここがおすすめ！

林業木材振興課の津村守潔です︒今年の４月から
採用となり︑今号 ページに掲載の木の学校木工教
室をはじめ︑木材振興関連の業務を担当しています︒
一日も早く仕事に慣れ︑市民の皆さんや能代市のた
めになれるように︑木材振興の面から頑張らせてい
ただいています︒
現在︑新型コロナウイルス
感染症流行の中ではあります
が︑密閉︑密集︑密接の３密
に注意しながら︑５月も教室
を開催しました︒木の温もり
を感じられる木工教室にぜひ
一度参加してみてください︒

世界は互いの違いを認めて尊重し合う︑
多様性の考えを必要としています︒この
物語で︑まずは男女の違いから多様性に
ついて考えるきっかけとなったらと思い
ます︒本作を原作とした故大林宣彦監督
の映画﹁転校生﹂との見比べもおすすめ︒

生涯学習・スポーツ振興課 ☎73‐5285

問合せ

所蔵あり
市立図書館

小さな命をつなぎたい
武田
私は︑犬ちゃん猫ちゃんのシャンプーやカットをする
お店﹁ペットサロンりくまろ﹂を能代市落合で経営して
います︒開業からたくさんの人に支えられて︑今年の９
月で４年目を迎えます︒その中で一番印象に残っている
出来事について書かせていただきます︒
昨年の８月のことです︒朝出勤すると店の前に段ボー
ルが置いてあり︑中を見ると生後１週間ほどの目も開い
ていない子猫６匹が入っていました︒発見した時には熱
中症になっていましたが︑２時間おきに授乳︑排便をさ
せ一生懸命育てました︒毎日大変でしたが︑家族の協力
もあり︑みんな元気に育ってくれました︒無事に里親さ
んも見つかり幸せに暮らしています︒
このような出来事があり︑私の目標は猫ちゃんの保護
施設をつくり︑一匹でも多くの命を救うことです︒現状
ではまだその夢を叶えることはできないので︑一歩一歩
前に進み夢を叶えていきたいと思います︒

：山中恒
著

154

次回は︑藤田修志さん︵二ツ井町仁鮒︶にタッチします︒
※

問合せ

林業木材振興課
☎ ・２２５０

17
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花下

哲 さん

互いの違いを理解
することが大切だ

地域おこし協力隊

特設
ページ

推し本
「おれがあいつで
あいつがおれで」
能代山本の宿泊業者や飲食店を応援
するスタンプラリーを６月下旬から開
催。登録事業者を随時募集しています !
登録申請は最寄りの観光協会まで。
能代観光協会
☎ 88‐8802
二ツ井町観光協会 ☎ 73‐5075

わたしの

読ん
でみ
て!
あきた白神エリア
スタンプラリー
登録事業者募集中 !

このコーナーは、
市民の皆さんを
リレー方式で
ご紹介します。

● 毎月
10

日・

サンルーラル大潟

日発行

25

● 編集と発行 能代市地域情報課 〒０１６ ─８５０１ 秋田県能代市上町１ ─３ ＴＥＬ ０１８５ ─８９ ─２１４７

プラン

り
ぽかぽか、じんわ
プラン
付
食
４
泊
癒しの２

（サウナ付き） 定休日▶毎月第２火曜

最上階 （白神展望温泉）

６月 30日まで
お一人様

15,700円（

2泊3日4 食付
夕食

湯治おまかせ定食 朝食
レストラン又は夕食会場

）

消費税 ・
入湯税込

和洋定食

延泊ご希望は 1 泊追加毎に 7,850 円（税込）追加

◆お子様料金の設定はございません。
ホテル発 八郎潟駅発
八郎潟駅 無料 送迎有 8:10 発 8:55 発
（3 歳未満添い寝の幼児を除き同料金）
要予約
◆土曜日宿泊を含む場合は、 お一人様 1,100 円アップ料金となります。
ホテル
JR 八郎潟駅 15:25 発 16:00 発
◆ご予約は 2 名様からとなります。
◆滞在中の清掃は 2 泊毎に行います。
大潟村マイタウンバス 片道 200 円
予約不要
◆備品類 （浴衣 ・ タオル ・ 歯ブラシ） の交換はありません。
※バス時間はホテルへお問い合わせ下さい。
◆最終日はお昼の 12 時チェックアウトでゆったり滞在♪
ご予約
お問い
合わせ

〒010-0441 秋田県南秋田郡大潟村北1-3

予約専用ダイヤル0185-45-3332
TEL0185-45-3311 FAX0185-45-3320
https://www.sunrural-ogata.com/

無料診断

今お使いのふとんを

開催中

● 印刷 ㈱ 北羽新報社

ふっくらきれいに
羽毛掛けふとんのリフォーム
「羽毛洗浄と専用側地に充填」

1 0 , 0 0 0 円で

シングルサイズ

安心を手に 入れま せ んか

ダブルサイズ

19, 800円から
29, 800円から

再生紙を使用しています。

羽毛の偏り、へたりが出てきたら
リフォームのタイミングです
厚さ調整も可能

わた敷きふとんの作り直し
おすすめコース 13, 000円
おまかせコースもございます

月・年会費 0 円
一世帯一度のご入会で何回でもご利用可能

環境にやさしい植物油インキを使用しています。

生涯会員制
事前相談
まずはお電話を

側地を取替え中綿を打ち直して
ふっくらあったかく！
掛け布団もできます

羽毛ふとんの丸洗い
3, 500円

1枚

広告限定価格

羽毛専用洗剤で丸洗い
ふくらみもよみがえります

寝具と寝室環境のご相談は

フトンショップみやこし
能代市畠町7-40

TEL0185-54-1070

お電話で『ふっくらきれい』を見たとご依頼ください。ご自宅にお伺いして、
お見積りいたします。（表示価格は税別価格です）

