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青空へ向け
オリジナルロケットを発射!
─ 子ども館ペットボトルロケット教室 ─
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牟 田 鉄 平 です

う会社で働いていました︒障

障がい者の就労移行支援を行

鉄平さん︵以下鉄︶ ２人とも

活用と起業する方のマッチン

分野を担当し︑空き店舗の利

若

企画を考えていきたいです︒

と再び訪れてもらえるような

がい者が働きやすい環境を作

グ支援の２つをメインに活動

妻にも勧め︑夫婦で着任する

隊の募集があることを知り︑

い︑能代市に応募︒同じ協力

の場所であればできそうと思

した︒やってみたいことがこ

協力隊の仕事に興味を持ちま

地域に直接関わる地域おこし

のが好きな性格︒転職を考え

鉄

●２人でフリースクールも

場所づくりを目指します︒

いる人にしっかり発信できる

情報を収集して︑必要として

ラットフォームを作ること︒

業したい人と能代をつなぐプ

り組もうと思っているのが起

の温かさを少し分けてもらい

することも多いはず︒皆さん

市民の皆さんに協力をお願い

みも考えていきたい︒今後︑

同時に︑子ども向けの取り組

若

を持つきっかけにもなれば︒

市 外・ 県 外 の 人 が 能 代 に 興 味

に向けても動き出しています︒

も向けのフリースクール設立

気軽にあいさつしてくれるな

とはとても大切︒協力隊の任

ジする姿を子どもに見せるこ

大人が失敗を恐れずチャレン

ていきたいと思っています︒

して通れるような商店街にし

 牟田若奈さんのプロフィール

1974年生まれ。
福岡県北九州市出身
九州国際大学国際商学部卒業
現在は市役所観光振興課に在籍

1997年生まれ。
神奈川県横浜市出身
明星大学人文学部卒業
現在は商店街を中心に各地で活動
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●協力隊に夫婦で応募

るには地域が元気でなければ

していきます︒まず始めに取

形となりました︒

た時も行ったことがない場所

ながら︑もっと子どもが安心

私は中心市街地活性化の

いけないと常に感じていて︑

若奈さん︵以下若︶ 鉄平さん

で働きたいと思ってベトナム

ど︑人の温かさを強く感じて

期を終えても続いていくよう

フリースクールの運営と

から話を聞いて﹁能代ってど

も候補地にあったんです︵笑︶
︒

います︒きれいな星空も気に

私自身︑チャレンジする

でも移住して１カ月が過ぎ︑

こ？﹂と最初は思いました
︵笑︶
︒

入っています︒

きたいです︒具体的には子ど

なものをどんどん提案してい
私は観光のまちづくりを

 牟田鉄平さんのプロフィール

観光振興課 ☎ 89‐2179
中心市街地活性化室 ☎ 89‐1414
問合せ

「子どもが安心して通れる商店街
を目指し、テナント誘致などに取
り組みます」と若奈さん

●それぞれのビジョン
鉄

担当します︒能代に人を運ぶ
ことが一番のミッション︒前
職の他にも長年︑教育現場で
働いていた経験を生かし︑子
ども向けの教育旅行や山村留
学などを計画しています︒こ
こでしか得られない体験をし
て﹁また能代の景色が見たい﹂

「市民の皆さんがまだ気づいてい
ない魅力を見つけ企画に盛り込み
たい」と鉄平さん

牟 田 若 奈 です
ta
Wakana Mu

な
わか
た
む

Teppei Muta

ぺい
てっ
た
む

第 62 回

地 域 お こし 協 力 隊 通 信

新 地域おこし協力隊員

６月１日付で牟田鉄平さん・若奈さん夫

婦が地域おこし協力隊に着任しました。そ

れぞれが思い描くより良い街づくりに向か
って能代市で第一歩を踏み出しました。
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救急車の 緊急通行 に対する
ご理解とご協力をお願いします!
車やバイクの運転中に救急車など緊急自動車が
近づいてきたら？
車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし
赤色灯を点灯した救急車が近づいて来たら、
進路をスムーズに譲ることができますか？
救急車は、傷病者の搬送など緊急性の高い用務を行うことから、
一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。その
ため、道路交通法では、道路の右側部分に車体の全部または一部
をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できることな
どの特例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行す
るためには、一般車両の協力が必要不可欠です。

道路交通法では、次のような対応が定められています
●交差点またはその付近の場合
交差点は避け、かつ、道路の左側（一方通行となってい
る道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を
妨げることとなる場合は、道路の右側）に寄って一時停止
しなければならない。
●交差点またはその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければ
ならない。
車やバイクの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、
進路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるよう
ご協力をお願いします。

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

紙

表

の

月

今

子ども館ペットボトル
ロケット教室

【問合せ】消防本部救急課 ☎ 52‐3368

広 報 ク イズ
Ｑ1 ニューノーマルあきた白神観光キャンペーンで「泊まって
応援！スタンプラリー」の部門の中にないのはどれ？
Ａ．よくきてけだ部門
Ｂ．まだきてけれ部門
Ｃ．どっすがな〜部門
Ｑ2 リニューアルした能代バスケミュージアムの紹介ページで
協力してくれた小学生の一人が熱心に見ているのは何？
Ａ．加藤廣志先生コーナーのトロフィーや賞状
Ｂ．本棚にあるバスケットボール関連の書籍
Ｃ．能代工業高校バスケットボール部の過去の試合映像
■ 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20日、子ども館でペットボトル
ロケット教室が行われました。
子どもたちはロケット製作と打ち上
げを通して空気の力と水の勢いの強さ
を体感しました。
このほかにも子ども館では科学の力
や仕組みを学べる講座を毎月開催して
いますのでぜひお越しください。
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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 ７月 27 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。

新型コロナウイルス感染症への対応
本市では︑感染者は報告されていな
いものの︑地域経済に与える影響の大

市議会 ６月 定例会

億

市議会６月定例会が︑市役所本庁

日㈬まで

に︑地域経済の状況に応じ︑必要な対

催や近隣商店街などと連携し︑引き続

にご来館いただけるよう︑企画展の開

市民の皆さんをはじめ︑全国の方々

を想定し︑県が設置している帰国者・

今後︑当地域に感染が広がった場合

います︒

立会人の選任が困難な地域も出てきて

います︒また︑投票管理者および投票

アルオープンしました︒展示スペース

域の住所に﹁二ツ井町﹂を表示するこ

地域自治区の廃止により︑二ツ井地

4

広報 のしろ 2.7.10

舎議場で６月９日㈫から

の 日間の会期で開催されました︒

初日に行われた市長説明の概要を

お知らせします︒

総務課 ☎ ・２１１３

策について検討していきたいと考えて

問合せ

います︒

市 長 説 明
給付金の支給は２万１２１１件︑
７月には︑申請漏れがないよう︑申

４２９０万円となっています︒

きバスケの街のしろの拠点として情報

透により︑投票総数における期日前投

投票所の再編

票者数の割合が上昇し︑令和元年参議

請していない方へ勧奨を行うこととし

事業継続支援金

投票所における投票者数は減少し︑約

接触者外来のほかに︑県の補助金を活

はこれまでの約３倍となり︑加藤廣志

とおよび地域自治区の事務所として二

た方針のとおり︑今年度末の設置期限

市としましては︑適切な感染防止対

先生やＮＢＡ関連のコーナーなどを設

ツ井地域局を設置することの法的根拠

能代バスケミュージアム

策に取り組んでいただくよう︑今後も

置し︑充実した内容となりました︒

をもって廃止することとしました︒

昨年度の庁内検討会議で取りまとめ

地域自治区

発信に努めていきます︒

６月５日時点で︑郵送分も合わせて

きさから︑思い切った対策が必要と考

89

最近の投票状況は︑期日前投票の浸

援金︑子育て世帯臨時特別給付金の上

ています︒

乗せ給付︑就学援助の追加認定︑能代

７０９件の申請があり︑１億２１４０

え︑市の独自施策として︑事業継続支

市奨学金の追加募集︑児童扶養手当受

万円を交付しています︒

院議員選挙では ・７％に達する一方︑

給者に対する臨時給付金等を実施して

％の投票所で１００人未満となって

能代山本支部のご協力をいただきなが

用して︑ウイルス検査を行う市の仮設

仮設診療所の開設準備

16

６月１日に柳町に移転し︑リニュー

ます︒

討を進めている︑との報告を受けてい

とから︑能代市選挙管理委員会では検

政改革大綱にも位置付けられているこ

投票所の再編は︑第２次能代市行財

ら︑市役所新庁舎大会議室に新型コロ

開設に当たっては︑能代保健所や能

ナウイルス関連相談窓口を設置し︑国

代市山本郡医師会をはじめ︑関係機関

診療所の開設準備を進めたいと考えて

う協力金や各種支援制度の相談対応と

の特別定額給付金の申請受付や持続化

ともに︑事業継続支援金の受付を行い︑

の協力が必要不可欠ですので︑開設時

います︒

５月 日からは︑秋田県行政書士会

います︒

56

給付金の申請支援︑県の休業要請に伴

45

市民の皆さんへの周知に努めるととも

関係機関と協議していきます︒

６月５日時点で︑窓口での相談件数は

日から開
・５％︶
︑

24

リニューアルオープンを記念し
６月１日にセレモニーを実施
齊藤市長らがテープカット

46

期や運営方法などについて︑引き続き

特別定額給付金
郵送での申請受付を５月
件数は２万２９６２件︵約

94

始したところ︑６月５日時点で︑申請

13

延べ３８９件となっています︒

11

市議会 ６月 定例会

全国的に進められています︒

ています︒授業において一人一人がイ

状態となっている︒着工や開店に向け

ンターネットによる調べ学習やプログ

ました︒
同コーナーでは︑﹁漏れなく︑早く︑

ＧＩＧＡスクール事業

が失われますので︑市では︑こうした
簡 単 に﹂
︑手 続 き が で き る よ う︑関 係

昨年 月︑国が打ち出した﹁ＧＩＧ

本市でも今年度︑すべての小中学校

ことが地域の皆さんの暮らしに不便や
各課と連携して必要な情報を把握し︑

たスケジュールについて再調整し︑早

不安をきたすことにならないよう︑地
手続きをワンストップ化するとともに︑

の児童生徒に端末を整備したいと考え

域協議会などのご意見を伺いながら︑

めに報告したい︒
﹂とのことでした︒

庁内検討会議で対応を検討してきまし
所以外の主な手続きの案内や証明書類

申請書類の一括作成を行うほか︑市役

１人に１台の端末と︑高速大容量の通

Ａスクール構想﹂に基づき︑児童生徒

う支援していきたいと考えています︒

主体的に学び︑理解を深めていけるよ

実させ︑子どもたちがこれまで以上に

ラミング学習などに取り組む機会を充

た︒
内容は︑住所については︑地方自治

信ネットワークを一体的に整備し︑教

1,100

育ＩＣＴ環境の充実を図る取り組みが

5, 652, 172
8, 021, 451

の取得も支援するなど︑利便性の高い

20, 112
61, 566

サービスを提供していきます︒
開設時期については︑新型コロナウ

5, 632, 060
7, 959, 885

法に基づく字名変更の手続きにより

イルス感染症による影響を考慮しなが
34, 268, 811

﹁二 ツ 井 町﹂の 表 示 を 維 持 す る こ と︑
二ツ井地域局については︑現在の行政
ら︑本年

月の開設を目指して準備を

サービス水準を低下させることのない
進めていきます︒

●仮設診療所準備費

新たな組織体制を構築することです︒
今後︑関連議案の提出などに向け検

および大館能代空港利用促進協議会の

大館能代空港羽田便の３便化

能代市高齢者福祉計画・
第８期介護保険事業計画

３者で︑羽田便発着政策コンテストに

討を進めていきます︒

令和３年度から５年度までを計画期

応募したところ︑同空港の利用促進の

○小学校健康管理費

本年２月に県︑全日本空輸株式会社

間とする両計画を２年度末までに策定

●GIGA スクール事業費 97,850

●保育環境改善等事業費

月から１便追加

1,140

○介護保険特別会計繰出金

58,091

（●は新規事業）

57,711

73,221

●大学生等応援給付金給付事業費

2,142

取組みが評価され︑

（単独分）

6,855

●ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費

215,272

●地域密着型サービス施設等整備事業費補

助金

●プレミアム付き商品券発行事業費

1,600

14,326

2,900

○障害児通所給付費等事業費

●農業水路等防災減災事業費

1,812

配分となり︑３便化が実現することと
市としましては︑今後も︑県や同協

3,496

1,098

計画策定に当たっては︑介護予防・

議会など︑関係者と連携を図りながら︑

○防災対策費

●久喜沢生産森林組合交付金

○林道改良事業費

○子育て世帯臨時特別給付金給付事業費

3,639

●感染症検査機器整備費補助金

○乳幼児健康診査費

●
（仮称）ご遺族支援コーナー設置事業費

4,000

4,042

9,000

単位：千円

一般会計 ６月補正予算の主な歳出

11,985

○ふるさと納税基金積立金

●コミュニティ助成事業費

します︒

護実態調査︑介護保険サービス事業所

さらなる利用促進に取り組んでいきま

582, 324

特別会計
国民健康保険
介護保険

なりました︒

調査などの結果を基礎資料とし︑第７

33, 686, 487
一般会計

日常生活圏域ニーズ調査および在宅介

期計画の自己評価︑国の制度改定の動

す︒

門から︑市に対して報告がありました︒

向や活力ある高齢化推進委員会のご意

内 容 は︑
﹁建 設 に 向 け た 実 施 設 計 は

見などを踏まえ︑地域の実態に即した

今後︑高齢の遺族が故人に関する手

ほぼ終了し︑工事の準備を進めている

︵仮称︶イオン新能代
ショッピングセンター

続きを一人で行うようなケースが増え

ものとなるよう努めていきます︒

ることが予想されることから︑その負

が︑新型コロナウイルス感染症の影響

イオングループのディベロッパー部

担軽減により市民サービスの向上を図

でテナントの出店交渉などができない

︵仮称︶ご遺族支援コーナー

るため︑専用窓口を設置することとし

広報 のしろ 2.7.10
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補正後予算
補正額
現計予算

10

単位：千円

２年度 ６月 補正予算

10

第２期
推進期間 令和２〜６年度

第２期総合戦略では︑これ

能代市まち・ひと・しごと
創生総合戦略を策定しました

までの取組結果やアンケート

28

ココがポイント！

最重要課題である人口減少へ

本市では︑平成 年３月に︑

の対策を推進するため︑令和

これらの目標に向かってい

結果を踏まえ︑より必要性が

くためには︑市の取組はもち

元年度までを推進期間とする

依然として︑東京一極集中

ろん︑事業者の皆さんや市民

高い︑または効果が高まると

が続く中︑本市においても若

の皆さんの日々の活動︑ご協

﹁能 代 市 ま ち・ひ と・し ご と

者の流出に歯止めがかかって

力が欠かせません︒安心して

考えられる分野に絞って目標

いません︒人口減少の抑制や

暮 ら せ る 地 域 づ く り の た め︑

を設定しています︒

持続可能な地域社会を実現す

共に考えましょう︒

創生総合戦略﹂を策定しまし

るため︑これまでの取組の検

た︒

証結果に加え︑新たな視点や

考え方を取り入れた﹁第２期

第２期総合戦略の
詳細はこちら

能代市まち・ひと・しごと創

生総合戦略﹂を策定しました︒

問合せ 人口政策・移住定住
推進室
☎ ・２１６３

89

第２期総合戦略の目指すべき方向
「社会減の抑制」

若者の地元定着やふるさと回帰などによる

「均衡のとれた人口構成」

この地域の将来を見据えた

４つの基本目標
① 若者や子育て世代も安心して
働けるしごとと環境をつくる

② 移住・定住を推進し能代で暮らす
人の流れをつくる

施策２
施策３
施策４

施策３

施策１

次世代エネルギー関連産業の創出と
企業誘致の促進
既存産業の魅力向上
起業と事業承継の推進
地域資源を活かした交流人口の拡大

③ 出会い・結婚・出産・子育てに
関する望みがかなう地域をつくる
施策１
施策２

結婚への望みをかなえるための支援
出産・子育ての望みをかなえ暮らせる
地域の実現

施策１
施策２

施策４

新規高校卒業者の地元定着の推進
新規大学等卒業者や首都圏等在住者の
ふるさと回帰の促進
能代での新たな暮らしを目指す移住・
定住の推進
情報発信と相談・サポート体制の充実

④ 安心して暮らせる元気な地域を
つくる
施策１
施策２

地域の未来を支える人づくりと
地域づくり
安全・安心な暮らしを守る都市
機能の維持

このほか、人口減少が進む中でも地域の課題解決に向け、関係人口の創出や未来技術の活用に
分野横断的に取り組み、本市の地域力を高めます。

広報 のしろ 2.7.10
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②同ウイルスに感染または感染が疑われる
③②の療養のため、労務に服することができない期間がある
④③の期間中、給与などの全部または一部が支給されない

支給額 １日当たりの支給額（※１） × 支給対象となる日数（※２）

※１ 直近３カ月間の給与収入額 ÷ 直近３カ月間の労務日数 ×2/3
※２ 労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から、
労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

保険料の減免

世帯主などの事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和２年の

収入が令和元年に比べて 10 分の３以上減少する見込みであること

など

7

広報 のしろ 2.7.10

☎ ・２１５９

認定要件や申請方法などの詳細は、７月中旬、秋田県後期高齢者医療
広域連合から被保険者に送付されるリーフレットをご覧いただくか、お
問い合わせください。

73 89

８・９ページにも
※
関連情報を掲載しています

要件

市民保険課

ます。

地域局市民福祉課☎ ・２１１４

同ウイルス感染症により収入減少が見込まれる方などの保険料が減免され

新型コロナウイルス感染症関連情報︵７月３日現在︶

①後期高齢者医療制度に加入している

同ウイルス感染症に関する

対象者（以下の①〜④をすべて満たす方）

健康づくり課

休み、十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

丁寧な手洗いや消毒で

給与などの支払いを受けている被保険者が同ウイルス感染症により仕事を

58

後期高齢者医療制度各種支援のお知らせ

傷病手当金制度

☎ ・２８３８

※製品評価技術基盤機
構（N I T E）のホーム
ページでは洗剤のリ
ストを確認できます

身の回りを清潔にしましょう

有効な界面活性剤が
含まれる家庭用洗剤
で消毒できます

ハイターやブリーチ
などを濃度0.05％
に薄めて拭く

身近な物の消毒には
熱水や塩素系漂白剤︑
一部の洗剤も有効です

食器や箸などを
80℃の熱水に
10分間さらす

石けんやハンドソープで
丁寧な手洗いを

数個

丁寧な手洗いで左の表のよ

２回
繰り
返す

うに︑十分にウイルスを除去

数百個

できます︒外

１回

出先や帰宅時

石けんや
ハンドソープで
10 秒もみ洗い後
流水で
15 秒すすぐ

など︑感染予

約100万個

防のため手洗

なし

いを心掛けま

残存ウイルス数

しょう︒

手洗いの回数

ス
型 ル 報
新 イ 情
ウ 連
ナ 関
ロ 症
コ 染
感

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けている地域経済の活性化と消費喚起のため

％！
プレミアム率 30

のしろ地域振興券を
販売します！

コロナ禍に
打ち勝とう！

3,000円円

お得！

買い物をして
のしろを応援！

13,000 円分 の商品券を

10,000 円

で販売！

販売期間

８月１日㈯～８月 31 日㈪

販売場所

能代市内のファミリーマート全店
恋文すぽっときみまち

１セット

1,000 円券 ×13 枚

購入限度

１世帯 13,000 円分 ×３セットまで

使用期間

８月１日㈯～ 12 月 31 日㈭

※１世帯あたりの上限まで購入した場合 9,000 円お得です

見本

このはがきが届きます
使用店舗は
こちらでチェック
(市ホームページ）

７月下旬に郵送さ
れるこちらのはがき
と引き換えに購入で
きます。引き換えは
「１回限り」です。

広報 のしろ 2.7.10
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新型コロナウイルスの終息を願って

あきた白神
観光キャンペーン

ニューノーマル

新型コロナウイルスの感染対策を行った「ニューノーマル（新たな状

詳細は
こちらを
チェック

態）観光」のなかで、あきた白神エリア（能代市、
藤里町、三種町、八峰町）
の宿泊事業者や飲食店などを応援する、登録店舗のスタンプラリーを実
施しています。県内在住の方が対象で、スタンプを集めて応募すると抽
選で現金や特産品の詰め合わせをプレゼント！

泊まって応援！
スタンプラリー

食べて買って応援！
スタンプラリー
飲食店・土産物店などで税込

宿泊や体験コンテンツを行う
ともらえるスタンプで応募し
よう！

よぐきてけだ部門

現金

毎月抽選で2人に

まだきてけれ部門
毎月抽選で10人に

ありがとな〜部門

現金

10
3

ンプで応募しよう！

はらつぇ〜部門

万円

毎月抽選で1人に

いっぺけ〜部門

万円

キャンペーン期間

現金

5

万円

白神の恵みセット※

毎月抽選で30人に

※白神の恵みセットは 5,000 円
相当の特産品詰め合わせです。

白神の恵みセット※

毎月抽選で18人に

応募方法

2,000 円ごとにもらえるスタ

９月 30 日㈬まで

はがきの裏面に下記のスタンプ台紙（はがき１枚につき、
台紙１枚）
を貼り付け、
氏名・住所・年齢・電話番号を記入し応募先へ郵送

ごとの

切り取り線

問合せ
9

あきた白神ツーリズム ☎ 74‐7115

広報 のしろ 2.7.10

メール akita-shirakami@as-t.jp

特集

こどものしろ

班
材
取
命
特
ろ
し
の
も
こど
ム
ア
ジ
ー
ュ
ミ
ケ
ス
バ
W
NE
！
材
取
底
を徹

今回は渟城西小
ミニバスチームの３人が
取材をしてくれました！
【左から】
伊藤はなさん（６年）
檜森萌果さん（６年）
大原遙華さん（６年）
広報 のしろ 2.7.10
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History

ミュージアムの
コレマデとコレカラ

ミュージアムの歴史

スタート当時の展示

畠町の空き店舗を活用して
本格的にオープン

今年６月、柳町へ移転

たくさんの人の応援や
協力があってできた
施設なんだね！

次ページからはいよいよ
館内紹介をしていくよ！

11

広報 のしろ 2.7.10

広さは以前の
約３倍！
展示品もパワ
ーアップ
しているよ♪

加藤廣志先生
コーナー

田臥勇太選手
本棚（
コミック）

シュートゲーム

コーナー

ハピネッツコーナー

ハピネッツコーナー

本棚（月バス）
スラムダンク

ユニフォーム
大会パンフ

映像視聴
ブース

グッズコーナー
入口

カウンター

Floor
Guide

ＮＢＡコーナー

おすすめのコーナーをピックアップ

加藤廣志先生コーナー

リニューアルした
館内をご紹介！

本棚（ＮＢＡ関連）

動画でも館内
を紹介してい
ます。

能代工高
コーナー

ＮＢＡコーナー

シュートゲームコーナー
広報 のしろ 2.7.10
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？
大原さんの
ギモン

？

伊藤さんの
ギモン

？

もっと知りたい！
ミュージアムのギモン

檜森さんの
ギモン

バスケミュージアムの
一番のお宝は何？

Colum

n

ミュージアムだけじゃない！能代のバスケあれこれ

歩いて探そう！バスケの街

みんなで
探してみよう！

︻能 代 バス ケ ミュー ジア ム︼

柳町５ ‑

午前９時

年末年始

間

所在地

休館日

無料

時

入館料

午後６時

分〜

30 20

８
･８７６

☎

広報 のしろ 2.7.10
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問合せ

88

バスケミュージアムは
いつできたの？

企画部市民活力推進課

水木 順仁

主任

水

答えてくれたのはこの人！

水

Interview

コーナーの１つでもある
加藤廣志先生って
どんなひとだったの？
水

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

6 話題ピックあッぷ
月

白神ねぎの定植体験

子ども園園児が米代川へ稚鮎を放流

向小児童が手植えや機械移植を実践

勢いよく遡上する姿を見送る

６月12日、能代西高校の圃場で、向能代小学校の
５年生が白神ねぎの定植を体験しました。この日は
58人の児童が、手植えや機械による移植を実践。
ねぎが倒れず真っすぐに植えられるように、一生
懸命、楽しそうに作業をしていました。

６月５日、道の駅ふたつい裏の米代川で、二ツ井
子ども園ときみまち子ども園の園児が稚鮎を放流し
ました。園児23人が参加し、ふ化してから半年ほど
の稚鮎を川へ放流。バケツから飛び出し、勢いよく
遡上していく鮎の姿を見送りました。

★

子ども館 イベントピックあッぷ
★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★

６月20日、ペットボトルロケット教室が行
われました。参加した６人の児童は、ペット
ボトルに羽根やノーズコーンを取り付けてオ
リジナルの機体を製作しました。完成後は河
畔公園で打ち上げ。周囲の状況などを確認し
発射レバーを握ると、ロケットは強い海風に
負けず勢いよく飛び立ちました。

★★

ペットボトルロケット教室

はやぶさの日イベント
６月 13 日、
「はやぶさの日」を記念し、は
やぶさの日イベントが行われました。宇宙ミ
ニ工作では、日本で最初に打ち上げられた人
工衛星「おおすみ」を模したアルミホイルの
ボールと、ペットボトルなどで発射台を製作。
子どもたちは館内に置かれた惑星の的に狙い
を定め、打ち上げを楽しんでいました。

★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★

保護者や職員と一緒に真剣な表情で製作。
カラフルでかっこいいロケットが完成！

シールやテープで発射台をデコレーション。
的を狙って何度も打ち上げにチャレンジ！

広報 のしろ 2.7.10
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〜 100 歳 長寿おめでとうございます〜
いつまでもお元気で… !

新

大正９年

大塚 輝子 さん（河戸川）６月25日 生

コーナー

白神ねぎのんの

おうちごはん
や

わた

ねぎの八幡巻き
二ツ井地域青空デイサービス事業

野菜の種まきや苗植えなどを体験
６月16日、二ツ井地域の青空デイサービス事業の
開始式が行われました。健康づくりや介護予防など
のため、高齢者へ農作業の場を提供するこの事業。
今回は、３人の参加者が市職員とともに枝豆の種
まきやネギの苗植え、雑草取りを行いました。

材料（４人分）
ねぎ ……………… ５本

☆だし汁 ……… １カップ

牛薄切り肉 ……… 500g

☆しょう油 …… 大さじ３

サラダ油 ………… 適量

☆砂糖 ………… 大さじ２

サラダ菜 ………… 適宜

☆酒 …………… 大さじ２

（レタスなどでも可）

☆みりん ……… 大さじ２

作り方
①ねぎは、牛薄切り肉の幅に合
わせて切る。
②牛肉を広げて、①を巻く。
③フライパンにサラダ油を薄く
引き、②の巻き終わりを下に
して入れ、全体に焼き色を付
ける。
④③が平らに入る鍋に、☆を煮
立て、③の巻き終わりを下に
して入れて、汁気がなくなる
まで、ことこと煮る。

石炭専航船「きみまち」モデルシップ贈呈

200 分の１スケールで船を繊細に再現
６月 19 日、能代ゆかりの名を冠した石炭専航船
「きみまち」
のモデルシップが道の駅ふたついに設置
され、贈呈式が行われました。モデルシップは全長
約 235m の船を、200 分の 1 スケールで、繊細に再現。
道の駅にお立ち寄りの際はぜひご覧ください。

⑤④を食べやすい大きさに切って、サラダ菜を添えた
器に盛り付ける。

ねぎのんの ワンポイント アドバイス
ねぎは火が入るとくたっとなるから、しっかりと肉
を巻くようにしてね！八幡巻きは、八幡村（現在の京
都府八幡市）が発祥の郷土料理。ごぼうを巻いて焼く
のが定番だけど、ねぎに変えてもとっ
てもおいしいのよ♪
牛肉を豚肉に変えたり、中の野菜を
変えたりしてアレンジもできるから色
んな具材で試してみてね。

このコーナーでは隔月でねぎを
使ったレシピを紹介していきます。
次回もお楽しみに

15
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なしの袋かけ作業体験

豊作願い一つずつ丁寧に袋かけ
６月24日、渟城南小の５年生の児童43人が、出戸
本町の果樹園で日本なし「幸水」の袋かけ作業を体
験しました。子どもたちは直径３、４cmほどの実に
一生懸命に手を伸ばして丁寧に袋をかけていました。
袋かけをしたなしは９月に収穫する予定です。

次の方は保険料が軽減されることがあります。

保険料の軽減について

社会保険などの被扶養者であった方

所得割額がかからず、制度加入後２年間、
均等割が５割軽減されます。

所得が低い世帯の方

世帯主と本人の所得に応じて均等割額が軽
減されます。

10

６月以降に加入した方は︑８
※
月 以 降︑順 次︑納 入 通 知 書
を お 送 り し ま す︒今 年 度 は
年 金 か ら 差 し 引 か れ ま せ ん︒
な お ︑保 険 料 は 月 割 計 算 さ
れます︒

保険料の口座振替について
市役所や市内各金融機関の
窓口に備え付けの申込用紙で
申請してください︒
特別徴収の方
特別徴収を中止し︑口座振
替に変更できます︒金融機関
で手続きの後︑本人控えを市
民保険課または地域局市民福
祉課にお持ちください︒
確定申告社会保険料控除
特別徴収の場合︑本人の社
会保険料控除となりますが︑
口座振替に変更することで︑
生計を一にした親族などの控
除対象とすることができます︒
普通徴収の方 申し込み月の
翌月分から口座振替

16
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保険料の納め方

介護 保 険料 と 合 わ せ た額 が特
※
別徴収される年金額の １／
２ を 超 え る 場 合 は︑普 通 徴
収となります︒

特別徴収
︵年金から差し引かれる方︶
対象 介護保険料が年金から
引かれている方で老齢年金
や退職︵基礎︶年金︑遺族
年金︑障害年金が年額 万
円以上の方

18

納め方
●４・６・８月︵仮徴収︶
前年度の保険料実績を基に
あらかじめ差し引かれます︒
● ・ ・２月︵本徴収︶
昨年中の所得などを基に算
出した今年度保険料から仮徴
収分を除いた額が差し引かれ
ます︒
普通徴収︵納付書で納める方︶
対象
●老齢年金や退職︵基礎︶年
金︑遺族年金︑障害年金が︑
年額 万円未満の方
●老齢福祉年金のみ受給の方
●６月以降に加入した方
●６月以降に転入した方
納め方 ７月から翌年２月ま
で︑毎月納付書で納めてく
ださい︒口座振替の方は︑
月末に引き落としされます︒

災害や失業により著しく
所得が減少した場合など、
特別な事情により生活に困
窮していると認められると
き に は、保 険 料 の 徴 収 猶 予
や減免を受けられる場合が
あ り ま す。納 期 限 の ７ 日 前
までに申請してください。

納付が困難な方はご相談を

12

18

※１ 限度額64万円
※２ 所得割額＝（前年の総所得金額※３−33万円×8.38％）
※３ 総所得金額は、総収入から必要経費や公的年金控除を除いたものです

8.38％
所得割率

所得割額
※２

※１

☎89‑2159
☎73‑2114
市民保険課
地域局市民福祉課
問合せ

＋
均等割額

=
年間
保険料額

43,100円
均等割額

保険料の計算方法
今年度の保険料

した医療保険制度です。
今年度の保険料をお知らせする納入通知
書を７月中旬に郵送します。詳しくは、お
問い合わせください。

今年度の後期高齢者
医療保険料のお知らせ

後期高齢者医療制度は、75 歳以上の方や
一定の障がいのある 65 歳以上の方を対象と

75歳以上の方や一定の障がいのある65歳以上の方へ

昨年度まで均等割が特例として８割軽減、8.5 割軽減であった方

今年度は７割、7.75 割の軽減に変わります。

後期高齢者医療の方
被保険者証などを７月 日
㈮までにお送りします︒
後期高齢者医療被保険者証
新しい被保険者証は︑山吹
色です︒昨年
の所得に応じ
て︑医療機関
で支払う自己
負担割合が１
割または３割
となります︒

国民健康保険の方
受給者証などを７月 日㈮
までにお送りします︒
高齢受給者証
歳から 歳までの国保加
入者に交付します︒医療機関
で支払う医療費などの自己負
担割合を記載しています︒昨
年の所得に応じて︑２割また
は３割となります︒
特定疾病療養受療証
人工透析を行っている方な
どの医療費を所得に応じ１カ
月当たり１万円または２万円
とするものです︒
※ 歳 以上 の方 は 有 効期 限 が あ
りません︒

︻次の証は申請が必要です︼
●限度額適用認定証
減額認定証

福祉医療
︵マル福︶について

対象
●乳幼児および小中学生
●高校生等

●ひとり親家庭の児童

●身体障害者手帳１〜３級ま
たは療育手帳Ａをお持ちの
社会保険本人

● 歳以上で身体障害者手帳
４〜６級をお持ちの方

対 象 区 分 に よ っ て は 所 得制 限
※
が あ り ま す︒昨 年 の 所 得 に
より該当とならない場合は
通知書をお送りします︒

︻更新手続きが不要な方︼
●昨年の所得状況が確認がで
き︑引き続き該当となる方
には︑７月 日㈮までに新
しいマル福カードをお送り
します︒

要です︵源泉徴収票不可︶︒

︻県外での受診時の注意点！︼
県外で医療を受ける場合
は︑医療機関へ自己負担額を
支払い後に︑市役所への申請
により︑後日振り込みで自己
負担額分をお返しします︒詳
しくはお問合せください︒

証は渡さずに連絡してください。

●限度額適用・標準負担額

不審な訪問を受けた場合は、古い

限度額適用・標準負担額
減額認定証
市民税非課税世帯の方の医
療機関への１カ月の支払いが
自 己 負 担 限 度 額 ま で と な り︑
入院時の食事代も減額になり
ます︒
市
※民税非課税世帯となり︑８
月から新たに対象となる方
には申請書をお送りします︒

︻更新または申請手続きが
必要な方︼
●新たに該当する方

で裁断して捨ててください。

31

医療機関への１カ月の支払
いを自己負担限度額までとす
ることができます︒

●昨年の申告状況や所得確認
ができない方︵対象となる
方には︑手続きのご案内を
お送りします︶

広報 のしろ 2.7.10

17

限度額適用認定証
自己負担割合が３割となる
方で︑所得要件に該当する方
へ交付します︒

せん。古い証は、各自がはさみなど

31

所得要件に該当し︑８月から
※
新たに対象となる方には申
請書をお送りします︒

給者証などを回収することはありま

65

今年１月２日以降に転入され
※
た 方 は︑ １ 月 １ 日 に 住 ん で
いた市町村で発行する今年
度の所得課税証明書 所
( 得・
扶養の人数・控除額の内訳・
税額が記載されたもの が
)必

市職員が各家庭を訪問し、古い受

74

交付対象者
● 歳まで …
国保税の滞納が
ない世帯の方
● 歳以上 …
令和２年度市民
税非課税世帯の方および
２ 年度の住民税課税所得が
１４５万円から６９０万円
までの方

ご注意を

31

後期高齢者医療・福祉医療について
問合せ 市民保険課
☎89‑2159

地域局市民福祉課☎73‑2114
国民健康保険について
問合せ 市民保険課
☎89‑2166

各受給者証などの
更新時期です

70

70

69

70

８月１日からは新しい受給者証などを受
診する医療機関へ提示してください。

医療保険に関する

地域局市民福祉課☎73‑2114

89,800 円
合計所得金額125万円未満

91,400 円
合計所得金額160万円未満

102,000 円
合計所得金額200万円未満

106,100 円

10

合計所得金額300万円未満

122,400 円

11

合計所得金額300万円以上

138,700 円

６

７

８

９

問合せ

長寿いきがい課

願いします︒

☎

・２１５７

・５５００

段階

第１〜３段階の保険料を昨

する通知書を７月中旬にお送

介護保険料の額をお知らせ

今年度の新たな
軽減措置

年度に軽減していましたが︑

ください︒

ページに見本を

掲載していますので︑ご確認

な り ま す︒

る方でお送りする通知書が異

き落としの方と納付書で納め

なお︑年金・口座からの引

りします︒

通知書を
ご確認ください

ビスを受けることができる社会保険制度ですので︑ご理解をお

介護保険は介護が必要な状態となったときに︑安心してサー

のいずれかとなります︒

現在の世帯の課税状況や︑本人の所得に応じて︑上記の

歳以上の方︵第１号被保険者︶の介護保険料額は︑４月１日

地域局市民福祉課 ☎

73 89

今年度さらに軽減します︒
●第１段階

昨 ３万６００円
■
今 ２万４４８０円
■

●第２段階

昨 ５万１０００円
■
■
今 ４万８００円

●第３段階

18
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歳以上の皆さんへ通知書をお送りします

合計所得金額120万円未満

税

81,600 円

課

年金収入額などが80万円を超える

人

65,300 円

本

年金収入額などが80万円以下
本人非課税

57,120 円

５

※ 40,800円

世帯非課税

年金収入額などが120万円を超える
４

11

今年度 の介護保険料 のお知らせ
※ 61,200円

40,800 円
２

19

※ 61,200円

年金収入額などが120万円以下
３

24,480 円
生活保護受給者や年金収入額などが
80万円以下
１

保 険 料（年額）
象
対
段階

65

■
昨 ５万９１６０円
■
今 ５万７１２０円

昨 …… 昨年度軽減後の額
■
今 …… 今年度軽減後の額
■

65

今年度の介護保険料段階表

※第１段階〜第３段階における「※」の金額は、軽減前の金額です。

特別徴収
︵納付書で納める方︶

普通徴収
対象

負担限度額認定証の更新時期です

負担割合証をお送りします

食費や居住費の負担限度額が定められている方

要支援・要介護認定を受けている方に交付され

に交付している「介護保険負担限度額認定証」の

ている、介護サービスを利用する際の利用者負担

有効期限は ７月 31 日 ㈮ です。現在、交付してい

の割合が記された「介護保険負担割合証」の有効

る方へは手続きのご案内をお送りしていますので、

期限は７月 31 日 ㈮ となっています。

更新場所

長寿いきがい課

地域局市民福祉課

見本

●普通徴収の方へ

要支援・要介護認定を受けている方へ

保険料の口座振替をお勧め
しています︒申込用紙は︑市
役所や市内各金融機関の窓口
に備え付けています︒
●年度途中で 歳になる方へ

施設サービスやショートステイを利用している方へ

介護保険料の納め方
︵年金から差し引かれる方︶
対象 老齢年金や退職年金︑
老齢年金や退職年金︑遺族

ービス事業所や施設へ

遺族年金︑障害年金が年額

更新期間

歳になる月︵１日が誕生

日の場合はその前月︶の分か

被保険者証と一緒にサ

万

円未満の方

ら︑納付書での納付となりま

問合せください。

年金︑障害年金が年額

納め方
老齢福祉年金のみ受給の方

す︒特別徴収へ変更となる場

●保険料の納付が困難な方は
早めにご相談を
災害や新型コロナウイルス

する際には、介護保険

万円以上の方

◎４月・６月・８月︵仮徴収︶
歳になった方

合には︑開始時期に合わせて

能代市に転入してきた方

年度途中で
所得により保険料の段階が

前年度の保険料実績を基に
あらかじめ年金から差し引か
変更になった方

月・ 月・２月︵本徴収︶
など

お知らせします︒

れます︒
◎
昨年中の所得などを基に算
納め方 ７月から翌年３月ま

の影響による失業などにより
著しく所得が減少した場合な
ど︑特別な事情により生活に
困窮していると認められると
きには︑申請により保険料の
徴収猶予や減免を受けられる

歳から 歳までの

場合があります︒
●

提出してください。

７月 31 日 ㈮ まで

出した今年度保険料から仮徴
ださい︒

見本

で︑毎月納付書で納めてく

年金から差し引かれる方や口座引き落としの方へは
はがきタイプの通知書をお送りします。

対象となる方へこの割
合証を送付します→

見本

この認定証をお持ちの
方が対象です→

介護保険料
加入している医療保険︵国
民健康保険や健康保険組合な
ど︶の保険料と合わせて納め
ます︒介護保険料個別の納付
はありません︒詳しくは各医

介護サービスを利用

をご覧いただくか、お

65

64

療保険者へお問い合わせくだ

にお送りしている通知

65
さい︒

広報 のしろ 2.7.10

19

納付書で納める方へは通知書と
納付書をお送りします。

見本

40

12

収分を除いた額が差し引かれ
ます︒

見本

８月から使用する割合証を７月中に送付します。

更新手続きを行ってください。詳しくは、お手元

18

65

18
10

市役所からのお知らせ
https://www.city.noshiro.lg.jp

口
男
女
世帯数

市営住宅入居者募集

字大瀬儘下

8 戸（2LDK）

字寿域長根

2 戸（3DK）

上町

1 戸（1DK）※

可

芝童森住宅

本来は︑草木の害虫を捕食

スズメバチの
巣の駆除について

活発な活動時期を迎えます

大瀬住宅

20
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地震による倒壊を防ぐために

万円まで︶
分の９
万円まで︶

募集戸数

木造住宅の耐震化を
支援します
●木造住宅耐震診断支援事業
木造住宅の耐震診断を希望
する方に︑市が委託する専門
機関から耐震診断士を派遣し
ます︒診断費用は１戸あたり
万円です︒このうち︑市が
万円を負担しますので︑自
己負担額は１万円となります︒
募集戸数 先着 戸
対象 市内にある昭和 年５
月 日以前に着工された木
造戸建住宅
●木造住宅耐震改修補助事業
募集戸数 先着１戸
補助額 上限 万円
対象 耐震診断の結果︑改修

以内︵

補助対象経費の

以内︵

上の方が市内に居住している
こと
・営利活動︵コミュニティビ
ジネスの立ち上げを除く︶︑
政治活動または宗教活動を
目的としていないこと
対象事業
①地域資源を活用した市民
参画型のイベントなど
②その他市民参画による自
主的なまちづくりを推進
する事業またはその準備
事業
③地域の課題の解決を図る
ためのコミュニティビジ
ネスの立ち上げ︵開業後
３年をめどに︑地域課題
解決に寄与していると見
込まれるもの︶
補助額
①② 補助対象経費の３分の２
③

89

が必要とされた木造戸建住宅

﹀﹀いずれも
月 日㈪まで
申し込み
問合せ 都市整備課
☎ ・２９４０

89

所在地

単身者入居
住宅名

不可

10 戸（3DK）

落合字
中大野台

上町住宅

51,773人
23,937人
27,836人
24,275世帯

（−49）
（−21）
（−28）
（− 7）

︵ ︶は前月比

能代市の人口 ( ５月末現在 )
人

７月１日、
「社会を明るくする
運動」内閣総理大臣メッセージ伝
達式が市長応接室で行われまし
た。70 回の節目を迎えたこの日
は、能代地区保護司会能代支部の
柳川支部長が齊藤市長へメッセー
ジを伝達。齊藤市長は「安心・安
全な社会づくりのため、市として
も犯罪や非行の防止などに努めた
いと思います」と述べました。

3 戸（3DK）

向ヶ丘住宅
（公営）
向ヶ丘住宅
（改良）

業者名など
▼マ ル チ プ ラ イ 能 代 営 業 所
︵川 反 町︶☎ ・３ ９ ５ １▼東
北ビル管財能代営業所︵仁井
田 白 山︶
☎ ・９０４０▼東北
環 境 消 毒︵昇 平 岱︶
☎ ・５ ５
４ １▼タ ク ト 能 代 営 業 所︵長
崎︶☎ ・１１１０
問合せ
環境衛生課 ☎ ・２１７４
地域局環境産業課
☎ ・５５０２

入居資格

55

74

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。

したりする益虫ですが︑巣に
近づいたりすると人を刺すこ
ともあり大変危険です︒スズ
メバチの巣を発見した場合は︑
近づかないようにしましょう︒
スズメバチの巣の駆除につ
いて︑市では駆除用の防護服
を無料で貸し出しています︒
また︑ご自分で駆除すること
が困難な方は︑駆除業者へご
相談ください︒︵駆除は有料︶

※60 歳以上の方。

54

56

活用団体を募集します

申し込み ７ 月 日㈪〜 日
㈮に︑市民活力推進課︑地
域局総務企画課︑市民活動
支援センターに備える申込
書を市民活力推進課へ提出
問合せ 市民活力推進課
☎ ・２２１２
・１７７０

31

31

市民まちづくり活動支援事業補助金

11

・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 ７月 20 日㈪まで
問合せ 都市整備課 ☎89-2194
地域局建設課☎73-5300

73

10

12 13

自主的にまちづくり活動を
行う市民団体の取り組みを支
援するため︑補助金の今年度
の活用団体を募集します︒
対象団体
・ 活動の拠点が市内にあること
・５ 人 以 上 の 団 体 で︑半 数 以

13

10

30

30

89

30

90

N
89 89

□ 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

４月に畑に植えた夏ネギの出荷がいよいよ始まるわ。ネギを作っている農家は、出荷とお世話を一緒に
やらないといけないからこれからとっても忙しくなるの。新鮮でおいしい夏ネギをみんなも食べてね♪

有効活用のため

交通災害共済・
不慮の災害共済へ加入を

万一の備えに

無人ヘリコプターでの
薬剤散布を行います

水稲の病害虫防除のため

お住まいの地域によって散布
日と事業者が異なります︒ご不
明な点はお問い合わせください︒

︻能代地域︼
期日 ７月 日㈯〜 日 ︵金・祝︶
８月２日㈰〜 日 ︵月・祝︶
８月 日㈪〜 日㈭
散布事業者 能代無人ヘリ防
除組合ほか３事業者
問 合 せ 能代市病害虫防除協議会

18

︵農業振興課内︶ ☎ ・２１８３

17

︻二ツ井地域︼
期日 ７月 日㈪〜 日㈫
︶
日㈬
８月 日 ︵月・祝〜
８月 日㈫〜 日㈭
散布事業者 二ツ井地区無人
ヘリ防除組合
問合せ 二ツ井地区無人ヘリ
防 除 組 合︵地 域 局 環 境 産 業
☎ ・４５００
課内︶

89

問合せ
アム

能代バスケミュージ
☎ ・８８７６

ホームページでご確認ください︒

校 生 可︶を 支 援 し ま す︒詳 細 は

取 り 組 み を 行 う 団 体・個 人︵高

自主的なバスケの街づくりの

２次募集を行います

バスケの街づくり市民チャレンジ事業

両
※地域とも︑散布日は天候など
により変更する場合があります︒

25 10 27

事故に遭い︑けがで通院や
入院をしたときなどに災害共
済金が支払われます︒市内に
住民登録している方なら︑年
齢や健康状態を問わずどなた
でも加入できます︒万一の備
えに家族で加入しましょう︒
掛金
・ 交通災害共済３００円／人
・ 不慮の災害共済７００円／人
共済期間 加入手続きの翌日
日㈬まで

27 10 24

12

から令和３年３月

共済金額
・ 交通災害 最高１００万円
・ 不慮の災害 最高 万円
申し込み 市役所本庁舎 番窓
口／地域局市民福祉課／各
地域センター／富根出張所
／市民サービスセンター
︵イ オ ン 能 代 店 ３ 階︶／ 秋

業協同組合

日㈮までです︒

問合せ 市民保険課
☎ ・２１３３
地域局市民福祉課
☎ ・２１１４

お申込みは７月

金融機関での
※

協同組合／秋田やまもと農

信用金庫／あきた白神農業

ょ銀行または郵便局／羽後

田銀行／北都銀行／ゆうち

15

28

27

31

60

vol.41

市民活力推進課☎

２
･２１２
２
･１１２

交通指導隊活動通信

問合せ

地域局総務企画課☎

小・中学校へ交通安全教育

者に対する交通指導や保護

際に︑歩行者・自転車利用

催される大きな行事などの

随時募集しています︒詳細

て活動していただける方を

行うため︑交通指導員とし

行き届いた交通安全活動を

より一層︑市内各所での

を実施しています︒

指導を行い︑事故のない安

については事務局へお問い

合わせください︒

全・安心なまちづくりに努

第四小学校交通安全教室

密に連携しながら︑市内各

めとする関係機関・団体と

また︑能代警察署をはじ

めています︒

広報活動のほか︑市内で開

交通指導隊は街頭指導や

交通指導員を募集中です

73 89

◆シートベルトは、あなたの命を守ります。
運転席はもちろん、助手席、後部座席も
シートベルトをしっかり締めましょう。
◆子どもを乗せるときには、チャイルドシ
ートを必ず使用しましょう。
◆チャイルドシートは、子どもの成長に合
わせ、体格に合うものを使用しましょう。

７月は
シートベルト・チャイルドシート
着用推進運動期間です

米代川の伐採木を
無償提供します
洪水時に米代川の流れを妨
げ る原因となる河畔林を順次
伐採しています︒この伐採木
を地域住民の方に無償提供し
ます︒
日時 ７月 日㈪〜８月７日㈮
午前９時〜午後４時
場所／提供人数
①能代市鰄渕地内︵米代新
橋下流左岸︶１６６人分
②能代市二ツ井町切石地内
︵二ツ井大橋上流左岸︶
人分
③能代市二ツ井町稗川原地
内︵銀杏橋下流右岸︶
人分
提供数量 １家族につき２山
︵１山当たり約１㎥︶
申し込み ７月 日㈪まで
︵当日消印有効︶に往復はが
きに氏名︑年齢︑郵便番号︑
住所︑電話番号︑
提供希望場
所︑利用目的を明記し郵送
応募者多数の場合抽選
※

27

送り先・問合せ
〒０１８ ３１０３
能代市二ツ井町荷上場字中
島
国土交通省能代河川
国道事務所二ツ井出張所
☎ ・５４３２

広報 のしろ 2.7.10

21

20

73

73

88

31

89

73

54

42

26

分

1

20,000 円
2

40,000 円

杉沢

徹さん

﹀﹀いずれも
場所 中央公民館第５研修室
定員 各先着 人
費用 会員 ２００円
非会員３００円
問合せ 市民おもしろ塾事務局
☎ ０８０・４１３１・３６３４

お笑い伝道 師

〜コロナも転ぶ〜笑いの連
射砲に乞うご期待♥
講師 グリーンデザイナー︑

※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。

土地の境界トラブルでお困りの方

令和２年度の国民年金保険料は 16,540 円です
決するため︑法務局が現地で
の筆界の位置を特定する制度
です︒隣接地との筆界が分か
らず困っている方や筆界につ
いて隣地の所有者と意見が一
致せず困っている方などは︑
この制度をご利用ください︒
問合せ
秋田地方法務局筆界特定室
☎０１８・８６２・１４４２

訂正とお詫び

申し込み 前日までに電話で
問合せ 同センター
☎０１２０・６９５・７８３
☎０１８・８６５・５３３５

●若年者納付猶予制度
50 歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年
所得が一定額以下の場合に申請して認められると、
保険料の納付が猶予されます。

５月に送付した令和２年度
がん検診無料クーポン券の送
付文書に掲載した問合せ電話
番号の一部に誤りがありまし
た︒正 し く は︑
﹁ ・２ ８ ３
８﹂と な り ま す︒訂 正 し て お
詫びします︒
問合せ 健康づくり課
☎ ・２８３８

22

広報 のしろ 2.7.10

話題のアプリを体験

ＺＯＯＭ体験講座を
開催します

分〜２時

オンラインミーティングア
プ リ﹁ＺＯＯＭ︵ズ ー ム︶﹂の
基本的な操作方法を体験して
みませんか︒
日時 ７月 日㈫
午後１時

供

筆界特定制度を
ご存じですか

日時 ７月 日㈬
午前９時 分〜正午
場所 能代市社会福祉協議会
定員 先着５人
申し込み 事前に電話で
問合せ 同協議会
☎ ・６０００
● 秋田働き方改革推進センター
出張相談会
就業規則の作成方法や労務
管理全般︑雇用関係助成金の
活用などについて社会保険労
務士が相談に応じます︒
日時 ７月 日㈬
午後１時〜４時
場所 本庁舎２階相談室

市民保険課
☎89-2168
地域局市民福祉課☎73-2114

問合せ

対象 市内の団体や個人
定員 先着 人
申し込み 事前に電話で
事前にＺＯＯＭのインストー
※
ルが 必要です︒

問合せ 市民活動支援センター
☎ ・０３５５
楽しく学びましょう

日㈯
分

のご案内をします

市民おもしろ塾７・８月講座

︻１回目︼
日時 ７月
分〜３時

分

令和２年度分 国民年金保険料免除・
納付猶予申請の受付が始まっています
●弁護士による法律相談
日常生活の困り事や心配事
などの相談に応じます︒

30

89

20,000 円

筆界特定制度とは︑土地の
筆 界︵境 界︶の ト ラ ブ ル を 解

58

午後１時

分〜３時

演題 星と宇宙で﹃のしろ﹄
を元気に！ 〜地域おこし
協力隊３年目の挑戦〜
講師 地域おこし協力隊
︵星空案内人︑自然・登山
ガイド︶ 八巻 枝美さん
︻２回目︼
日時 ８月１日㈯
午後１時

演題 自粛緩和！笑い飛ばし
ていいコロ︵頃︶ナ

22

●手続きに必要なもの
年金手帳またはマイナンバーの分かるもの、印
鑑、本人確認ができるもの（運転免許証など）
※退職（失業）を理由とする場合は、雇用保険受給
資格者証または離職票など

58

本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年所得が
一定額以下の方や、退職（失業）などの理由で国民
年金保険料を納めることが困難な方は、申請して
認められると保険料の納付を免除または猶予され
る制度があり、令和２年度分（２年７月〜３年６
月）は今月から受け付けています。
免除制度には、保険料の全額が免除される「全額
免除制度」と、保険料の一部を納付することによっ
て残りの保険料が免除される「一部納付制度」があ
ります。なお、最長で申請日の２年１カ月前まで
さかのぼって申請できます。

22

年 金 通 信
無
料
相
談

1

計

弔祭料
慰

花

額
金
数
弔

総務課☎89‑2112
６月分市長交際費

件
目
項
分

30
30

30

35

52

30

30

区

30

21

10

25

みんな の
健康・福祉

認知症の正しい知識を身に付けるため

たいじょうほうしん

歳以上の方を対象に予防接

施設区分

利用可能時間

体育場

午前９時〜
午後３時

能代市

軽運動場

総合体育館

格技場

連絡先

トレーニングルーム
能代市
総合体育館
54-3607

赤沼球場
誠邦園球場

野球場

落合第一球場

落合球技場

球技場

公園テニスコート

テニスコート

B&G 海洋センター

第一体育館
第二体育館

施設区分

土床体育館

球技場

落合テニスコート

テニスコート

能代市弓道場

弓道場

陸上競技場

陸上全般

52-1085

市民プール

水泳全般

54-9445

メインアリーナ
二ツ井町

終日

落合第二球場

施設名

総合体育館

サブアリーナ
トレーニングルーム

54-4419

利用可能時間

連絡先
B&G
海洋センター
54-4419

終日
二ツ井町
総合体育館
73-6111

二ツ井球場

野球場

荷上場体育館

体育館

73-3772

二ツ井テニスコート

テニスコート

73-5016

※各施設はトレーニングルームを除き予約制（先着順）です。空き状況など詳細は各施設に直接ご確認ください。
広報 のしろ 2.7.10

能代市では︑７月１日から︑

種費用の一部を助成していま

す︒接種を希望される方は︑

歳

予診票などをお送りしますの

でご連絡ください︒

対象 市内に住所のある

以上の方で接種を希望する方

スポーツの日 は施設利用料金が無料です

施設名

23

65

65

歳以上の方が対象です

帯状疱疹任 意 予 防 接 種
費用の一部 を 助 成 し ま す

帯状疱疹は︑発症すると皮

膚の痛みやかゆみ︑発疹や水

歳までに３人に１人がり

ぶくれといった症状が︑神経

助成額 ４０００円

７月１日より前に接種した分
※
は助成の対象にはなりません︒

回数 生涯１回のみ

65

の流れに沿って帯状に現れる

患すると推定され︑り患する

申し込み 電話で

病気です︒

と３〜４週間強い痛みが続く

80

認知症サポーター養成講座を

開催します

ほか︑２割ほどの方には数カ

金・祝）

（
７月24日

アリナス ☎ 54‐9200

58

問合せ 健康づくり課

問合せ

☎ ・２８３８

●バランスボールエクササイズ
木曜コース（８月６日、20日、27日）
時間 午後１時30分〜２時30分
金曜コース（８月７日、21日、28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 ７月20日㈪までにフロントへ

30

月から数年間︑神経痛が続く

●アクア体操
・夜コース〈水曜日〉
（８月５日、19日、26日）
時間 午後６時30分〜７時20分
定員 20人
費用 1,000円
申し込み ７月20日㈪までにフロントへ

30

場合もあります︒

アリナススポーツ教室

認知症の症状や接
し方などについて学
びます︒講座修了者
にはサポーターの証となる
﹁オ レ ン ジ リ ン グ﹂を 贈 呈 し
ます︒
日時 ７月 日㈭
午後１時 分〜３時

楽しくからだを動かしてみませんか

場所 市役所本庁舎会議室２

89

問合せ 長寿いきがい課

☎ ・５３５５

悩みや不安を語り合いませんか

認知症カフェ﹁ほっとカフェ﹂

10

を開催します

89

認知症の方やその
ご家族︑認知症予防

したい方︑ボラン
ティアなどどなたでも参加で
きます︒
日時 ７月 日㈬午前 時〜正午
場所 ブナの森ふれあい伝承館
費用 ２００円
問合せ 長寿いきがい課
☎ ・５３５５
22

子ども館だより

子ども館☎52‑1277

●〜子どもの想像力を引き出す〜
木製立体パズル

●紙工作
「きょうりゅうに あいにいこう！」

※汚れてもいい服装で参加してください。

●−地域おこし協力隊による−
「星のおねえさんと プラネタ
リウム箱 をつくろう！」

日時

７月24日（金・祝）
午前 10 時〜正午
対象 小学生（小学３年生以下は保
護者同伴で）
定員 10人（市内在住の方優先）
持ち物 速乾木工用ボンド、手ふき
用おしぼり
申し込み ７月14日㈫〜19日㈰正午
まで電話で

●レジン工作
「レジンでペンダント or
ブレスレットを作ろう」

ペンダントかブレスレットを作り
ます。申し込み時にどちらを作るか
希望を伝えてください（各限定５個）。
日時 ７月25日㈯午前10時〜正午
対象 小学生（小学２年生以下は保
護者同伴で）
定員 10人（市内在住の方優先）
費用 500円
持ち物 手ふき用おしぼり
申し込み ７月14日㈫〜21日㈫正午
まで電話で

日時 ８月８日㈯午前10時〜正午
対象 小学生（小学２年生以下は保
護者同伴）
定員 10人（市内在住の方優先）
費用 500円
持ち物 はさみ、手ふき用おしぼり
申し込み ７月14日㈫〜８月４日㈫
正午まで電話で

夏の星空にはどんな星座が見える
でしょうか。星座の種類や形を勉強
して、段ボール箱を使ったプラネタ
リウムづくりに挑戦します。
日時 ８月８日㈯
午後１時 30 分〜３時
対象 小学４年生〜中学生
定員 10人（市内在住の方優先）
持ち物 筆記用具
申し込み ７月14日㈫〜８月４日㈫
正午まで電話で

●コズミックカレッジ
「大気圧について学ぼう」

コズミックカレッジとは、JAXA
宇宙教育センターの協力による、宇
宙をテーマにした体験活動です。
日時 ８月１日㈯
午後１時 30 分〜３時 30 分
対象 小・中学生（小学３年生以下
は保護者同伴で）
定員 12人
持ち物 筆記用具、飲み物
申し込み ７月14日㈫〜26日㈰正午
まで電話で

●サイエンスポケットの
おもしろ科学実験
「サイエンスマジックショー
〜今日からあなたもマジシャン〜」
日時

８月２日㈰
午後１時 30 分〜３時
対象 小学生（小学３年生以下は保
護者同伴で）
定員 当日先着12人

●紙粘土製作
「紙粘土でかざろう！
〜おかしの家の小物入れ〜」
日時

７月26日㈰
午前 10 時〜 11 時 30 分
対象 年長〜小学生（小学２年生以
下は保護者同伴で）
定員 10人（市内在住の方優先）
費用 500円
持ち物 はさみ、手ふき用おしぼり
申し込み ７月14日㈫〜21日㈫正午
まで電話で

◆プラネタリウム投映休止のお知らせ

プラネタリウム番組の入れ替えのため、７月14日㈫〜17日㈮の
投映を休止します。新番組は18日㈯から公開予定です。

介護保険外自費サービス
※病院への
付き添い
※お買い物

能代店

日ごろの暮らしの
ちょっとした
こんなこと、
ご家族の代わり
となって
お手伝いします。

☆まずはお気軽にご相談ください。

くらしさぽーと このえ

090-6785-1972
代表

桜庭由美子 ( 介護福祉士 )

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

天神工房木工教室

天神工房☎88‑8815
日時 ７月29日㈬
午前９時〜午後３時頃
定員 ８人
費用 4,500円（昼食、傷害保険込）
申し込み ７月18日㈯まで（必着）
郵便番号、住所、氏名、生年月日、
電話番号、
「二段引き出し付き鏡
台」を記入して往復はがきで
送り先 〒018‑3102
能代市二ツ井町小繋字
天神道上 38‑1 天神工房
※申し込み多数の場合は抽選します。
二段引き出し
付き鏡台を作
ります。
高さ 51 ㎝
幅
37 ㎝
奥行き 28 ㎝

きみ恋講座

７月木工教室

創作かるたコンテスト
作品募集

木の学校☎52‑5249
日時 ７月29日㈬、30日㈭のいずれ
か午前９時〜午後２時30分
定員 各15人 費用 2,300円
申し込み ７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/）のお問い合わせ
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☎54‑8141
「地元･秋田を知る」をテーマに、
秋田の方言が入った読み句と絵札の
創作かるたを募集します。
期間 ７月17日㈮〜９月４日㈮必着
様式 郵便はがきの裏面を２分割し
て、絵札と読み札を制作してくだ
さい（写真不可、カラー・白黒不
問）。頭文字（絵札、読み札いず
れも）を直径２㎝程の〇で囲んで
記載してください。
応募点数 １人３点まで
申し込み 郵便番号、住所、氏名、
年齢、連絡先を明記し郵送、また
は持ち込みで
送り先 〒016‑0842
能代市追分町 4‑26
能代市中央公民館
「創作かるたコンテスト」係

※抽選につき１枚で１人まで
楽々座椅子を
作ります。
高さ 60 ㎝
幅
45 ㎝
奥行き 43 ㎝

恋文すぽっと きみまち☎88‑8407

●トールペイント講座

楕円形のプレート（縦12㎝・横25
㎝）にホヌ（カメ）とプルメリアの
花を描きます。
日時 ７月21日㈫午後１時〜３時
定員 先着５人 費用 1,600円

●時報堂さんによる
ブレスレットとピアス
（またはイヤーカフ）作り
好みの天然石を
選んで作ります。
日時 ７月18日㈯
午後１時30分
〜３時
定員 先着７人 費用

●バーラップリース講座

バーラップ（麻布）を使った涼し
げなリースを作ります。
日時 ７月25日㈯
午後１時30分〜３時
定員 先着５人 費用 1,500円

1,000円

●ハーバリウム講座
●高橋公証人の遺言講座

相続、遺言、任意後見、尊厳死に
ついて説明をします。
日時 ７月15日㈬
午後１時30分〜３時
定員 先着５人

好みの花を選んで作ります。
日時 ７月24日（金・祝）
午後１時30分〜３時
定員 先着５人
費用 1,400円

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
25
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>> いずれも
申し込み 電話で

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

８月

公式ブログ・twitterも要チェック！
公式ブログ

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。

油絵入門

日時

８月１日㈯、22日㈯
午前10時〜正午
定員 各６人 費用 1,500円

点心料理教室
「水餃子」
日時
定員
費用

８月１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

８月２日㈰
午後３時〜４時30分
定員 ５人 費用 無料

公式twitter

水彩画入門の様子

湊由美子先生と
楽しく吹こうオカリナ教室

相澤屋の絣小物の会
「メガネ（スマホ）ケース」

定員

定員

日時

８月８日㈯、
28日㈮
午前11時〜正午
各10人 費用 1,000円

日時

８月23日㈰
午前10時〜午後４時30分
15人 費用 1,800円〜

鶴形そば道場
発酵料理教室「甘酒」
（デザート・飲み物付） 日時 ８月24日㈪午前10時〜正午
日時
定員
費用

８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

水彩画入門
日時
定員

８月９日㈰、
28日㈮
午後１時30分〜３時30分
各８人 費用 1,000円

お片づけ講座
「キッチン編」
（キッチンの整理収納の仕方を
お伝えします） 筆ペン講座（全３回）

定員
費用

10人
（２人以上で開催）
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

８月24日㈪
午後１時30分〜３時30分
７人 費用 2,000円

相澤屋のつるし飾り入門編
「宝袋、柿」

日時 ８月25日㈫
日時／内容
午後１時〜４時30分
①７月16日㈭名前と住所の書き方
定員 15人 費用 1,300円〜
②８月10日（月・祝）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
はじめてのマンダラエンディング
飾り巻き寿司教室
定員 15人 費用 1,500円（３回分）
ノートお茶会
「かわいいきゅうり巻き」
日時 ８月26日㈬
「オレンジカップのサラダ寿司」
午後１時30分〜３時30分
プログラミング体験教室
日時 ８月３日㈪、７日㈮
定員 10人
日時 ８月10日（月・祝）
午後１時30分〜３時30分
費用 1,000円
午後１時30分〜３時
定員 各10人 費用 2,000円
定員 ４人 費用 無料
折りばら教室「福山ローズ」
池坊 佐藤静花先生のいけ花教室 ※小学校高学年向けの講座です。
日時 ８月29日㈯午前10時〜正午
日時 ８月５日㈬、
26日㈬
定員 ６人 費用 1,000円
ミキモトコスメの美肌教室
午前10時〜正午
「マッサージ」
定員 各10人 費用 1,800円
日時 ８月11日㈫
木工体験教室「行灯」
午前10時30分〜正午
日時 ８月３日㈪〜７日㈮
コンポスト容器の使い方講座
定員 ５人 費用 1,000円
午前10時〜午後３時
日時 ８月５日㈬、27日㈭
場所 畠町新拠点 定員 各日３人
午後１時30分〜３時30分
費用 1,500円（材料費込）
ディンプルアート（ガラス絵）教室
定員 各６人
申し込み
費用 無料
（市外在住者900円）
日時 ８月11日㈫
木工品市場☎88-8592（日曜定休）
午後１時30分〜３時30分
25日㈫午前10時〜正午
白神ねっと
布ぞうり講座
（全２回）
定員 各10人 費用 2,000円
スマホ・タブレット体験教室
日時 ８月６日㈭、27日㈭
日時 ８月12日㈬午前10時〜正午
午前10時〜正午
定員 各４人 費用 2,500円
26日㈬午後１時〜３時
ファーストコレクション工房の
場所 はまなす教室（イオン能代店２階）
オリジナルアクセサリー製作体験
定員 各８人 費用 無料
日時 ８月14日㈮、
28日㈮
塩こうじ作りと健康講座
申し込み ☎89-1755
午前10時〜正午
日時 ８月７日㈮午前10時〜正午
※当日は検温の上、ご参加ください。
場所 ファーストコレクション工房（柳町）
定員 10人
（２人以上で開催）
前結びによる帯結び体験
定員 各４人 費用 2,500円〜
費用 700円
日時 ８月25日㈫
午後１時30分〜２時30分
手話サークル「はまなす」手話教室
ＩＴチャオ!のパソコン超入門
場所 旧料亭金勇（柳町）
日時 ８月22日㈯
日時 ８月７日㈮午前11時〜
定員 ５人
午後１時〜３時
場所 ＩＴチャオ
（畠町）
費用 540円（変わり結び1,080円）
定員 ６人 費用 500円（初回限定） 定員 10人 費用 100円
申し込み ☎050-3702-3040
日時

８月３日㈪
午前10時〜 11時30分
定員 ６人 費用 2,000円
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あ なた にタ ッチ

仁鮒ささら踊

心を結ぶ〝わ〟をつなごう

窃盗を働いてきた少年たちが︑かつ

て悩み相談をなりわいとしていた雑貨

店に身を潜め︑過去から届く切実な悩

みがつづられた手紙に︑当時の店主に

代わって返信するという物語です︒

◉ここがおすすめ！

少年たちの単純明快で遠慮容赦ない

返答によって心に複雑な感情や葛藤を

抱えた手紙の主たちがどんどん変化し

ていく︑その変化の過程がこの小説の

醍醐味です︒こんな雑貨店が本当にあ

ったらいいのに︑否︑誰かの悩みを正

面から受け止められる︑そんな懐の深

い人間でありたいと思います！

30

観光振興課
☎ ・２１７９

10

155

修志 さん ︵二ツ井町仁鮒︶

問合せ

89

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

観光振興課の中嶋結也です︒昨年４月︑秋田県庁
から派遣となり︑９ページに掲載のニューノーマル
あきた白神観光キャンペーンを主催するあきた白神
ツーリズムの支援業務などを担当しています︒
新型コロナウイルス感染拡大を予防するため︑衛
生管理の徹底やソーシャルディスタンスの尊重など
の﹁ニューノーマル︵新たな状態︶観光﹂が今後求め
られてきます︒
ニューノーマル観光での誘客
を推進するため︑最大 万円が
当たるスタンプラリーが９月
日まで開催されていますのでぜ
ひご参加ください︒

出版年：2012年
出版者：KADOKAWA

メッセージ f r o m…

：東野圭吾
著

藤田

● 教育相談・不登校や就学に関する相談

ストレートな返信が
面白い !

秋田県立能代高等学校３年
館長 伊東 彩花 さん

「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
◇教育研究所（二ツ井町庁舎）
時間
午前８時 30 分〜午後５時 15 分
問合せ ☎ 73‑5178

推し本
◇教育相談「風の子電話」
（サン・ウッド能代内）
時間
午前８時 30 分〜午後４時 30 分
問合せ ☎ 89‑1616

わたしの

読ん
でみ
て!
相談窓口をご利用ください

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。

威勢のいいおはやしと掛け声で︑お盆を告げる仁鮒の
夏 の 風 物 詩︑伝 統 芸 能﹁仁 鮒 さ さ ら 踊﹂
︒江 戸 時 代 よ り
伝わるこの歴史深い行事に私は参加し︑獅子踊りを担当
しています︒ささらは毎年８月 日︑ 日に先祖供養と
五穀豊穣︵ほうじょう︶を祈願して行われています︒
地元の方はもちろん︑お盆に帰省した方など昔からた
くさんの人がささらを楽しんで見てくれています︒私は
そんな伝統ある行事に参加できることをとても誇りに思
っています︒しかし︑近年は参加する人も見学する人も
減っていて︑不安に感じることが多いです︒
先人よりつないできたこの歴史と伝統を︑次の世代へ
とまたつないでいくことは私たちの責務であり︑その素
晴らしさを広め伝えることができるというのは︑参加し
ている私たちの特別な権利だと思います︒できることは
まだまだ少ないですが︑このようなことから地元を盛り
上げていきたいです︒訪れた人がまた来たいと思うよう
な能代を作っていきたいです︒
14

次回は︑智田優梨さん︵二ツ井町飛根︶にタッチします︒
※

0
2 02
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● 毎月
日・
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日発行
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● 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

ルーラル

※②はペット不可

ご宿泊プラン

● 印刷 ㈱ 北羽新報社

2020.7⁄1〜2020.11⁄15
湯ったりプラン
１泊２食

9/30 ㈬
まで

8,000 円（税込）

お食事はお造りを中心とした和食コー
ス。ポルダー潟の湯もご利用頂けます。
広々とした温泉と客室でゆ～ったり疲
れを癒しましょう。
※1 室 2 名様からお申込下さい。

再生紙を使用しています。

絆プラン

１泊２食（税込）

10,000 円

モール温泉 × 秋田の美食！ココロもカラ
ダも満たされるひとときをどうぞ。
《メニュー例》
〇秋田の四季彩オードブル
〇大潟村産潟玉ねぎのスープ
〇旬の大潟村産野菜のしゃぶしゃぶ
〇国産牛のローストビーフ秋田杉板仕立て
〇秋田の鶏飯 濃厚鶏スープ仕立て など

環境にやさしい植物油インキを使用しています。

チャイナディナー

本日の厳選素材の一品付き

中華コース
プラン

厳選プラン

1名様ずつ小皿で提供します

からお選びいただけます

1泊2食 （税込）
10,000円

1泊2食 （税込）
16,650円

和食 洋食 中華

※全プラン 8 ⁄ 8 〜 8 ⁄ 15 は 2,000 円増し。

※写真はすべてイメージです。

秋田県プレミアム宿泊券ご利用いただけます
秋田県プレミアム宿泊券ご利用の方へ、モール温泉入浴剤を進呈します

ご宿泊の方は大潟村交流宿泊事業者支援事業よりお一人様2,000円の補助が受けられます

（定員になり次第終了）

ご予約・お問合せ

〒010-0441南秋田郡大潟村北１−３

TEL0185-45-3332
FAX0185-45-3320

