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部 誠

さん︵ 歳︶

月に恒例の逸品フェアを行います︒
ぜひ遊びに来てください！

代表阿

41

お仏壇の千栄堂

No. 98

住所：能代町元町8‐1
TEL：74‐6512 FAX：74‐6513

能代駅前
郵便局

市民プラザ

P

ココ

赤玉薬局

能代駅

●気軽に入りやすい店づくり 発足当時から務めていた前会
湯沢市から２００３年に移 長の存在が偉大で正直プレッ
住︒人や街を知るにつれて能 シャーはありました︒さらに
代が大好きになり﹁能代のた 新型コロナウイルスの影響に
めにもっと頑張りたい﹂と思 より︑集客イベントが軒並み
って︑２０１７年 月に仏壇 中止になるなど︑頑張りたい
・仏具の専門店をオープンし けど動けないもどかしさを感
ました︒仏具屋というと敷居 じていました︒
が高いイメージを持たれがち︒ しかし︑自分なりにこの時
ガラス張りで店内を明るくし 間を︑能代逸品会の原点を見
て︑気軽に入れる雰囲気づく つめ直す機会と捉え︑今年度
は私を含めた店主たちの意識
りにこだわりました︒
●会長として意識改革を図る 改革と︑加盟する会員店舗の
今年４月には﹁能代逸品会﹂ ＰＲに重点的に取り組む年と
の会長に就任︒２０１３年の しました︒最近では︑これか

お仏壇の千栄堂

地域おこし協力隊通信

火入れ

10

11

第 64 回
協力隊の活動状況は Facebook で公開中 !
問合せ 市民活力推進課 ☎ 89‐2212
待望の窯出し

花下 哲 編
観光担当として︑日々アンテナを張り︑能代市に
埋もれている魅力ある観光コンテンツはないかと目
を凝らしています︒今回ご紹介するのは﹁母体里山
環境保全プロジェクト﹂の皆さん︒檜山母体地区で
昭和 年代まで行われていた伝統的な炭窯を再現し
て良質な白炭を生産し︑炭焼き文化の継承︑過疎化
・高齢化が進む同地区の活性化と観光体験コンテン
ツとしての誘客を目的としています︒炭を販売して
得られる︑経済効果への期待もあります︒
炭窯があるのは母体の﹁逆さケヤキ﹂近くの田園
脇︒今あるのは改良タイプで︑１作目は現場で切り
出した石と粘土で作ったものでしたが︑改良タイプ
は︑耐火レンガを積んで耐久性を求めたもの︒ 年
代当時の経験をベースに︑組合メンバーの知恵とア
イデアで作られた窯です︒
とはいえ︑求める良質な白炭を焼くのは容易では
ありません︒炭出しは検討を重ねた結果︑翌日の深
夜に及びました︒初めて体験した炭焼きでしたが︑
さまざまな要素を考えながらトライするのが興味深
く︑炭出しの時には久しぶりにワクワクする気持ち
を感じました︒
近い将来︑炭焼
き体験の観光コ
ンテンツ化が実
現して︑自分が
焼いた炭でバー
ベキューを楽し
めることを期待
しています︒
30

こ のコーナーでは 、まち の 元 気 さん を 紹 介します 。

らの時代に求められるＳＮＳ
活用講座を実施︒ 月にはイ
オン能代店で恒例の﹁逸品フ
ェア﹂を行います︒コロナ禍
の中でも︑集客のためにアク
セルも踏まないといけません
からバランスを見極めながら
取り組んでいきます︒
●店主と話して店を知って
私が強く思うのが﹁店も商
店会も面白くしたい﹂という
こと︒個人としては︑お坊さ
んを招いて気軽に相談できる
イベントを計画中です︒何か
と忙しい現代社会でこそ︑少
し立ち止まって仏前で手を合
わせる時間は大切︒必要な時
に頼ってもらえる居場所にな
れるよう頑張ります︒
能代には頑張っている店が
たくさんあります︒店主と話
せば伝わるものが必ずあるは
ず︒店主の励みにもなります
ので︑イベントにも各店舗に
も気軽にお越しください︒
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4 新型コロナウイルス感染症関連情報
6 国勢調査が始まります
8 公共交通ご利用案内
9 街なかイベント

ＮＥＴ１１９ 緊急通報システムの
運用開始について
「NET 119 緊急通報システム」が９月１日より運用開
始となりました。これは、聴覚・言語機能に障害がある
など、音声通話による 1 1 9 番通報が困難な方を対象にし
た緊急通報システムです。
インターネット機能、メールサービス機能、GPS機能
（位置測位機能）を有するスマートフォン端末・タブレッ
ト端末などからインターネットを利用し、消防車や救急
車の要請ができます。スマートフォンなどのタッチ操作
で容易に緊急通報ができ、GPS機能により素早く場所を
特定することが可能です。

10 話題ピックあッぷ（先月の出来事）
白神ねぎのんのおうちごはん
12 市役所からのお知らせ
14 みんなの健康・福祉

※ NET 119 緊急通報システムを利用するには 事前に申し
込みが必要です。

17 学びの情報箱

問合せ

18 まちなか瓦版（講座案内）

能代山本広域市町村圏組合消防本部通信指令室
☎ 52‐3311 FAX 53‐3958

19 あなたにタッチ ⁄ わたしの推し本 ほか

広 報 ク イズ
紙

表

の

月

今

能代七夕まつり

Ｑ1 能代駅前の活気を取り戻そうと能代駅前商店会加盟の各店
舗で行われる「のしろいち」の開催日はいつ？
Ａ．９月13日
Ｂ．９月21日
Ｃ．９月30日
Ｑ2 今回紹介している「わたしの推し本」のタイトルは、100
万回生きた何？
Ａ．ねこ
Ｂ．ワニ
Ｃ．あおむし
■ 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。

広報クイズの 応募方法
８月１日、けやき公園と市役所さく
ら庭で能代七夕まつりが行われました。
この日は晴天にも恵まれ、能代の夏
を感じようと多くの方がまつりに来場。
能代七夕正流会の皆さんが奏でる七夕
囃子の音色に耳を傾けていました。

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 ９月 25 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。
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感染症関連情報（9月3日現在）

新型コロナウイルス感染拡大やそれ
に伴う影響に関して︑不安や疲れなど
を感じていませんか︒
ストレス状態が長く続くと気持ちや
からだ︑考え方にさまざまな変化が現
れることがあります︒
心身の変化は︑人によっては数週間
続くことがありますが︑強いまたは慢
性的なストレスを受けたときに多くの

58

︵こころの電話相談︶
☎０１８ ８･３１ ３･９３９

感染に関する相談窓口はこちら

24時間
☎018‑866‑7050
毎日9:00〜17:00 ☎018‑895‑9176
毎日9:00〜21:00 ☎0570‑011‑567

その他の相談はこちら（健康づくり課）

平日8:30〜17:15 ☎58‑2838

患者やご家族の方の人権に配慮を

インストールは
こちらから

新型コロナウイルスは誰もが感染しうる病気で
す。患者やご家族の方などへの誹謗・中傷は慎み、
冷静な行動や人権の尊重にご配慮をお願いします。
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新型コロナウイルスの感染について相談したい方へ

感染予防や相談の目安を確認しましょう

※症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。
※特に高熱などの強い症状がある方は必ず同センタ
ーへ相談し、不要不急の移動を控えましょう。

● 接触確認アプリをご活用ください

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続く

●予防の基本は手洗いから！

●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

国では︑利用者のプライバシーを確
保しながら︑感染者と接触した可能性
に関し︑通知を受け取ることができる
接触確認アプリ﹁ＣＯＣＯＡ﹂を提供
しています︒
自分や身近な人を守
るため︑アプリのイン
ストールをお願いしま
す︒

あきた帰国者接触者相談センターへ
ご相談を！

考え方
の変化
からだ
の変化
気持ち
の変化

日常生活での感染予防には︑まずは
﹁手 洗 い﹂が 大 切 で す︒帰 宅 時 や 調 理
の前後︑食事前などに︑こまめに石け
んやアルコール消毒液などで手を洗い
ましょう︒
咳などの症状がある方は︑周りへの
感染を防止するため︑ティッシュなど
で口と鼻を覆う﹁咳エチケット﹂も忘
れずに！

医療機関を受診する前に

感染拡大に不安などを感じている方へ

方に起こりうる正常な反応です︒
ストレス反応は︑自然に回復してい
くことがほとんどですが︑気持ちを誰
かに話したり相談することで︑つらさ
が和らぐことがあります︒
市や県ではこうした不安などを抱え
ている方の相談に応じています︒一人
で抱え込まず︑まずはお気軽にご相談

☎ ３･６９９
秋田県精神保健福祉センター

︻相談窓口はこちら︼
健康づくり課︵心の相談電話︶

ください︒

考えがまとまらない、同
じことを繰り返し考える、
悲観的な考え方になる
など
不安や緊張が強い、イラ
イラする、怒りっぽくな
る、涙もろくなる、投げ
やりになる など

疲れやすい、めまいや頭
痛、肩こり、吐き気や腹
痛、眠れない など

つ ら い 気持ちが続くと き は
まずはご相談を

このような変化を感じていませんか …？

新型コロナウイルス
大学生など
問合せ

万円

高校生など

〒018‑3192 能代市二ツ井町字上台１番地１
能代市教育委員会 学校教育課

73‑5281
73‑5178

73‑6459

市では同感染症の影響で︑学生生活
に不安を抱えている市出身の大学生や
高校生などを支援するため︑給付金を
支給しています︒申請がまだの方はご
連絡ください︒

申し込み 申請書に必要事項を記入し
提出書類と併せて学校教育課または
能代教育事務所の窓口に提出するか
学校教育課へ郵送
提出書類
①申請書
②学生証の写しや在学証明書など在学
を確認できるもの
③大学生等または高校生等本人の戸籍
抄本１通︵６月１日時点の住民票所
在地が保護者と違う場合のみ︶

④振込口座を確認できる通帳の写し
給付金の支給
申請書類を確認後︑支給を決定した

場合は︑金額や支払予定日を記載した
通知書を送付します︒支給しない場合
は︑理由を記載し不支給通知書を送付
します︒

地域包括支援センター

経営相談窓口のご案内
問合せ

センターでの相談対応について
問合せ

商工港湾課☎89‑2186

秋田県よろず支援拠点
●無料経営相談窓口
日時 毎月第２・第４火曜日
午前 10 時〜午後３時
場所 本庁舎相談室９
申し込み 前日までに電話で
問合せ 商工港湾課☎89‑2186
秋田県よろず支援拠点☎018‑860‑5605
中小企業庁
●電話相談窓口（☎050‑5371‑9453）
受付 午前９時〜午後５時（土・日・祝日も対応）
相談範囲 持続化給付金、特別貸付（日本政策金
融公庫）など
※各種制度の詳細はこちら
http://keiei-denwasodan.biz/

●オンライン経営相談
（URL https://hojyokin.work/keieisoudan）
相談範囲 民間金融機関による信用保証付融資、
ＩＴ導入補助金、販路開拓支援、雇用関連など
広報 のしろ 2. 9.10

市ホームページも
ご覧ください

gakkyo@city.
noshiro.lg.jp

事業者の皆さんへ

5

万円

の保護者

能代市出身の大学生や高校生などの皆さんへ

学生１人当たり

大 学 生 等応援給付金の
申請はお済みですか？

給付額

長寿いきがい課☎89‑5355

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援セン
ターには、高齢者やそのご家族のほか、地域の関
係者や介護サービス事業所の職員など、多くの方
が訪れています。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
地域包括支援センターでの相談対応について当面
の間、次のようになりますのでご理解をお願いし
ます。
電話相談

通常どおり受け付けます

来所相談

事前に電話をお願いします

訪問相談

事前に電話で体調などを
お伺いし訪問します

−各センターの連絡先はこちら−
本庁地域包括支援センター ☎74‑7156
北地域包括支援センター
☎74‑7730
南地域包括支援センター
☎74‑6700
二ツ井地域包括支援センター☎73‑6662

５
･８５１

みんなでつくる

☎

調査員はどんな人？

国勢調査事務室

みんなで参加し

問合せ

国勢調査が
始まります
調査に関する疑問にお答え！

調査の対象は？

調査には決まり事が
あるの ？
…

国勢調査って
難しそう …

回答時間

調査票は出生の年月や職
業など世帯員に関する設問
と︑住居の種類や世帯員の
数など︑世帯に関する設問
の全 問で構成されていま
す︒約 分で回答できる調
査です︒

10

国勢調査 Ｑ ＆Ａ
どんな調査なの？

国 勢 調 査 は ︑ 月１ 日 現
在で国内に住んでいるすべ
ての方が対象となります︒

調査員は︑市区町村の推
薦により総務大臣が任命し
た非常勤の国家公務員で︑
﹁国勢調査員証﹂と﹁腕
章﹂を身につけています︒
なお︑封をして提出され
た調査票を︑調査員が開封
することは決してありませ
んので︑ご安心ください︒

国勢調査は法律に基づい
て行われる調査です︒調査
に従事する者には︑統計法
によって︑個人情報を保護
するための厳格な守秘義務
が課されています︒
また︑現在の日本の統計
情報を正しく把握するた
め︑調査票に正確な情報を
記入して提出する報告義務
も法律により定められてい
ます︒

min

16

10

約

74

大正９ 年から５ 年ごとに
行 わ れ ︑ 今 年 は １０ ０ 年 目
の調 査 に な り ま す ︒
国勢調査の結果から得ら
れる人口は︑日本の人口の
基本となる法定人口とし
て︑選挙区の区割りや地方
交付税の算定の基準などに
利用されるなど︑わたした
ちの生活の身近なところに
役立 て ら れ て い ま す ︒

すべての方が対象です

10
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新型コロナウイルス感染症対策のため

調査票の回答は

インターネットか郵送でお願いします
今回の国勢調査では、新型コロナウイルス感
染症の感染防止のため、調査書類の配布や調査
票の受け取りを、できる限り皆さんと調査員が
対面しない非接触の方法で行うようにしていま
す。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い
します。

インターネット
回答

パソコンやスマート
フォンで回答を行う方
法です。
紙の調査票は回収し
ません。

郵送で提出

紙の調査票で回答を
行い、郵送で調査票を
提出する方法です。
「郵送提出用封筒」に
入れて郵便ポストへ投
函してください。

調査票の配布・回答期間

９月14日から調査員がみなさんのお宅に伺
い、案内や調査票を世帯ごとに配布します。
期間内の回答にご協力をお願いします。
書類の配布期間

9 / 14㈪〜9/ 27㈰
インターネット回答期間

9 / 14㈪〜10/ 7㈬
郵送提出・調査票回収期間

10/ 1㈭〜10/ 7㈬
能代市では令和２年国勢調
査にあたり、何人の調査員が
任命されているでしょう？
応募方法

はがきに、答えと郵便番号、住
所、氏名、年齢、電話番号を記入し国勢調
査事務室へ送付
応募締切
９月30日㈬ ※当日消印有効
賞
品
ピタリ賞（ズバリ的中した方）
１人 5,000円相当の図書カード
ニアピン賞（ピタリ賞が出なかった場合）
５人 1,000円相当の図書カード
あ て 先
〒016‑8501 能代市上町１‑３
能代市役所国勢調査事務室
※当選多数の場合は抽選により決定します。
※ヒント：能代市の調査区は476に分かれており、
複数の調査区を受け持つ調査員が多くいます。
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ネットや郵送で回答できない方へ
紙の調査票で回答を行い、調査員へ調査票を
提出してください。この回答方法を希望される方
は国勢調査事務室へ電話（74-5851）かメール
（toukei@city.noshiro.lg.jp）へご連絡ください。

ご注意ください

●調査員が世帯の方に会えなかった場合、郵
便受けなどに調査書類一式を投函させてい
ただきます。
●インターネット回答・郵送回答が確認でき
なかった世帯について、後日、調査員が再
訪問します。
●出張や旅行などで、長期間にわたり留守に
される場合は、国勢調査事務室（☎74‑
5851）までご連絡をお願いします。

調査への
ご理解とご協力を
よろしくお願いします！
国勢調査事務室

☎74‑5851

乗って残そう！暮らしを支える「公共交通」

巡回バス
巡回バス はまなす号・しののめ号
巡回バスは、１時間ごとに同じ「分」に発車します。
通院・通学、買い物などに便利です。

はまなす号
始発 8：00
１日９便

運賃

しののめ号

日

月〜土

日・祝

始発 10：00
１日６便

始発 7：35
１日10便

始発 9：35
１日６便

（祝日除く）

１回 150 円（未就学児童は無料）

運行事業者

乗って残そう！

89

バス車内にはポスター
（抜粋）も掲示

月〜土

暮らしを支える

スには
レトロバ
二ツ井の も乗車中…!?
アマビエ

とが大切です︒みんなの力で地域の公
共交通を守っていきましょう︒
公共交通事業者は新型コロナウイル
ス 感 染 予 防 に 取 り 組 ん で い ま す の で︑
安心してご利用ください︒
☎ ・２１８６
問合せ 商工港湾課

運転席と座席の間に飛沫防止ビニールシートを設置し
ているほか、車内の除菌・消毒・換気を徹底しています。

公 共 交 通

感染対策に関する事業者の取り組み

公共交通は︑高齢者や高校生などの
移動手段としてなくてはならないもの
です︒また︑広域的な移動や交流を円
滑にするものでもあるため︑一人ひと
りが公共交通に﹁乗って残す﹂という
意 識 を 持 ち︑
﹁利 用 し よ う﹂と す る こ

シーは、
バスやタク
気や消毒、
定期的な換
温等で
運転手の検
います。
取り組んで
感染予防に
い！
利用くださ
安心してご

公共交通
ご利用案内

秋北バス能代営業所☎52-5356
−巡回バスは乗換がお得！−

巡回バスで乗り換えすると、次に乗車した巡回バ
スの運賃が 50 円になります。
【乗り換えの手順】
①巡回バス降車時に 150 円を支払い、運転手から乗
換券を受け取ります
②他の巡回バスに乗り換えます
③降車時に乗換券と 50 円を支払います
−ご注意ください−
●乗換券は当日のみ有効です。
●｢はまなす号｣から｢しののめ号｣、または｢しのの
め号｣から｢はまなす号｣に乗り換えた場合にのみ、
割引が適用されます。

日常生活に公共交通を！

歩数が増えるから健 康づくりにも！
意外と便利でお得！

ぶらりバスの
旅
〜歩いて乗って気分転換〜

はまなす号としののめ号の運行ルートの距離
をご存知ですか。正解は、はまなす号がコース
１周約 17km で、しののめ号がコース１周約
14km です。
そこで、健康づくりを兼ねて、巡回バスが運
行している時間に、巡回バスの運行ルートどお
りに歩いてみてはいかがでしょうか。
歩き始めるバス停を決め、歩き疲れたら最寄
りの巡回バス停留所から乗車すると、歩き始め
たバス停に戻ることができます。ご自身のペー
スに合わせた距離でお試しください。
１年を通して、おすすめの巡回バス活用術です。
風の松原から能代駅経由で畠町まで歩こ
うかな。畠町からはまなす号に乗車して、
風の松原に戻ろうっと。

広報 のしろ 2. 9.10
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能代駅前を楽しもう！

のしろいち

主催 上町すみれ会・能代駅前商店会・畠町商店街振興組合
後援 能代市・能代市教育委員会・北羽新報社
協力 能代市立能代図書館

平山はかり店
店主 平山 はるみ さん

阿部さんより

ま ち を ア ー ト で 彩 り 、歩 い て 楽 し め る

平山さんより

のしろアートストリート
平山はかり店

52

能代駅前〜畠町〜上町の通りに︑中学生・高校生の力強い夢ある作品を
展示します︒商店街のウインドウがギャラリーに！学生たちの作品からき
っと元気をもらえますよ︒ぜひ︑まち歩きを楽しんでください！
問合せ 上町すみれ会 ☎ ・５７３９

広報 のしろ 2. 9.10

9

企画 のしろ家守舎

お仏壇の千栄堂店主 阿部 誠 さん

主催 能代駅前商店会
後援 能代市

お仏壇の千栄堂

今一度︑駅前に活気を取り戻すために﹁のしろいち﹂を開催します︒
昔あった市︵いち︶に負けないくらいの盛り上がりを︑そしてやがては
能代で一番の市と呼ばれるようなイベントを皆さんで作りませんか？
問合せ お仏壇の千栄堂 ☎ ・６５１２
74

能代市公式ＳＮＳアカウントはこちら!
公式
twitter

公式
facebook

光る絵本が来場者を魅了

人気絵本の原画をバスの車内で展示
８月15・16日、市役所駐車場で「えんとつ町のプ
ペル『プペルバス 光る絵本展』
」が開催されました。
小型バスの車内に、お笑い芸人・にしのあきひろさ
ん作の絵本の原画が展示され、来場者は「きれい」
「絵本を読んでみたい」などと話していました。

小さなお巡りさんが登場

市内の主な出来事をご紹介します

8 話題ピックあッぷ
月

市内外の仲間と一緒にバスケの腕磨く

バスケットボールアカデミー開校
市バスケの街づくり推進委員会が設立した能代バ
スケットボールアカデミーの開校式が、８月１日に
能代市総合体育館で行われました。この日は、市内
外の小中学生33人が参加。式終了後には、ヘッドコ
ーチらの指導の下、初練習に汗を流しました。

保育所園児もお手伝い

交通安全啓発キャンペーン実施

青空デイサービスで野菜収穫

８月７日、夏の交通安全運動期間と国道７号交通
事故抑止の日に合わせ、交通安全啓発キャンペーン
が行われました。第四保育所の園児がテラタバイパ
ス店の入口で買い物客へティッシュなどを手渡しし
て、交通事故防止を呼び掛けました。

８月４日、高齢者の生きがいづくりなどを目的と
した青空デイサービス（能代地域）が行われました。
65歳以上の男女20人が参加し、第四保育所の園児と
一緒におとも苑裏の農園でジャガイモやナスなどを
収穫しました。

8月15日～21日

ワクワク商店街イベントウィーク

ワクワク商店街クエスト Ⅱ

参加者が畠町の商店街を救う勇者になりきり、
各店舗でさまざまなクエストに挑戦しました。
最後には、クリアを目指して店主がふんしたボ
スキャラクターと対戦しました。

うしろにいるのはだぁれ

照明を全て落とした畠町新拠点を舞台にした
脱出ゲーム。ライトの光を頼りに３つの謎解き
に挑戦しました。壁にはお札が貼られ、ホラー
感満点の中行われました。
広報 のしろ 2. 9.10
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白神ねぎのんの

おうちごはん
ねぎの玉子焼き
ちょっぴり怖い作品も紹介

ホワイトブックスが絵本の読み聞かせ
８月22日、能代図書館でおはなし会があり、図書
館ボランティア「ホワイトブックス」が子どもたち
に絵本の読み聞かせを行いました。今回は、夏にぴ
ったりな怖い絵本などが用意され、子どもたちは引
き込まれるように聴き入っていました。

材料（２人分）
長ねぎ …… １ ⁄ ３本

めんつゆ …… 小さじ２

卵 ………… ３個

みりん ……… 小さじ１

カニカマ … ３本

サラダ油 …… 適量

作り方
①長ねぎはみじん切りに
する。
②ボウルに卵を入れて溶
きほぐし、①とほぐし
たカニカマ、めんつゆ、
みりんを入れて混ぜ合
わせる。
③卵焼き器にサラダ油をひき中火で熱し、②を
１／３量を流し入れる。卵が固まってきたら
奥から手前にくるくると巻き、同様に繰り返
し、形を整える。

約 60 人が往時の姿に思いはせる

檜山城跡で調査の内容を説明
８月23日、国史跡の檜山城跡で調査見学会が行わ
れ、市民ら約60人が参加しました。市の担当者が、
今年度調査を実施している本丸と二の丸にて、現在
まで分かっている調査の内容を説明。参加者は、メ
モを取りながら熱心に聞き入っていました。

④全面にふんわり焼き色がついたら完成。

ねぎのんの ワンポイント アドバイス
簡単にできるから、朝ごはんやお弁当にピ
ッタリ。ねぎやカニカマは小さめにカットす
ることで巻きやすくなるのよ。お好みで具材
をチーズやハム、しらすな
どに変えたりして色んな具
材で試してみてね。めんつ
ゆとみりんはお好みで量を
調整してね。
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くわ。
次回もお楽しみに

11
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市内の飲食店シェフが優しく指導

子ども料理教室で包丁の使い方など学習
８月29日、働く婦人の家で中央公民館主催事業の
子ども料理教室が行われました。年長児から小学３
年生までの12人が参加。市内の洋食店のシェフに作
り方を教わりながら、サンドイッチなど４品を作り、
野菜の切り方や盛り付けの仕方を学びました。

https://www.city.noshiro.lg.jp

畑作就農を目指す方へ

農業研修生を募集します

定員
申し込み

人
月９日㈮までに

申込書類を市農業振興課へ
提出︒書類は山本地域振興

県農業研修センター

局農業振興普及課で配布し
ます︒
問合せ

☎０１８・８８１・３６１１
山本地域振興局農業振興普
☎ ・１２４１

市民活力推進課☎

ため日々活躍しています︒

通事故のないまちづくりの

車による巡回活動など︑交

通安全啓発活動︑交通指導

地域局総務企画課☎

２･２１２
２･１１２

交通指導隊活動通信

問合せ

交通指導員を
委嘱しました

８月１日付で周防臣彦さ

ん︑大塚孝彦さん︵能代地

区︶へ新たに交通指導員を

委嘱しました︒交通指導隊

及課

消防署からのお知らせ

人︵定

は現在︑能代地区

人︶で 活 動︒各 種

人︶︑二 ツ 井 地 区 ７ 人

イベントでの交通指導や交

︵定 員

員

農繁期の火の取り扱いに

ご注意を
間もなく稲刈りの時季を迎
えます︒空気が乾燥し火災が
起こりやすい気象状況となる

月１ 日〜

日︶に 稲 わ ら 焼 き を し
能代消防署

12
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︵ ︶は前月比

農業技術センター

令和３年４月から２年間

研修先

研修修了後︑市内での

期間
対象

３人程度
月額
月２日㈮までに

万円

就農が確実と見込まれる概
ね 歳未満の方
定員
研修奨励金
申し込み

研修申込書を提出︒書類は
農業振興課と農業技術セン
ターの窓口で配布します︒
問合せ

農業振興課 ☎ ・２１８３
☎ ・２２４７

農業技術センター

めましょう︒

ため︑より一層火災予防に努

地域農業の担い手確保のため

月

④禁 止 期 間 内︵

蔵や取り扱いに注意

③ガソリン︑灯油︑軽油の貯

火気の使用を控える

表された場合は︑屋外での

②強風や乾燥注意報などが発

元を確認

農繁期の火災予防注意事項
①外出するときは︑必ず火の

歳未満で︑研修

ない
問合せ

☎ ・３３１２

【全国的な運動の重点項目】
①子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の
安全利用の確保
②高齢運転者等の安全運転の励行
③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等
の危険運転の防止
【秋田県内の運動の重点項目】

委嘱状交付式の様子

10

未来農業のフロンティア
育成研修生を募集します
新規就農や新規部門開始に
必要な技術を身に着けたい方
へ︑市町村と県が連携し︑研

研修コースごとに県

令和３年４月から２年間

修を行います︒
期間
研修先

概ね

の各試験場で実施
対象

修了後の県内就農が確実と
見込まれ︑市長の確認が得

20

日暮れが早くなり、交通事故が起きやすい時
期を迎えました。運転者も歩行者も交通ルール
やマナーをしっかり守り、交通事故防止を心掛
けましょう。

73 89

横断歩行者の交通事故防止
特に横断歩道における歩行者優先を徹底し、
歩行者ファーストの意識を高めましょう！

15

秋の全国交通安全運動期間です

（−77）
（−28）
（−49）
（ + 1）

51,643人
23,872人
27,771人
24,269世帯

口
男
女
世帯数

vol.43

25

９月 21 日㈪〜 30 日㈬は

10
89

52

52

50

られる方

11

能代市の人口 ( ７月末現在 )
人

市の若手職員を対象とした総合
戦略推進事業庁内会議を８月28
日に行いました。
８月上旬から開催しているこの
会議は今回で４回目。市の人口動
態や、事業の対象となる人物像を
踏まえた上で、
「移住・定住」と「出
会い・結婚」をテーマに、それぞれ
が当事者意識を持ちながら、新し
い取組のアイデアを出し合いまし
た。

26
10

□ 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

10
50

10

52

市役所からのお知らせ

田んぼの稲が黄金色に染まり、もうすぐ稲刈りが始まるわね。60年前は１人当たり年間120㎏もお米を食べ
てたけど、今では50㎏しか食べてないそうよ。おいしい新米をいっぱい食べて、食の秋を楽しみましょう♪

漏水調査を行います

漏水の早期発見などのため

松くい虫被害木を
搬出・処分します

松くい虫被害減少のため

28

水道管路からの地下漏水を

早期発見し︑道路陥没など二

次災害の防止や水資源の有効

利用を図るため︑漏水調査を

行います︒

調査時に皆さんの敷地内へ

立ち入らせていただくことに

なりますが︑ご協力をお願い

消火器の点検商法と思われる訪問に注意！

します︒調査員は︑能代市水

137

道事業が発行した身分証明書

消費一口メモ

を携帯しています︒

※市長交際費については、市のホームページ（市長室）や本
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。

市では松くい虫被害の減少
を図るため︑被害にあった松
の搬出・処分を行います︒
搬出した松はバイオマス発
電所でチップ処理し︑燃料と
して活用します︒
対象 個人で所有する松
手続きの流れ
①９月 日㈪までに林業木材
振興課へ連絡
②市の担当者が枯れ松を確認
③被害木と確認された場合︑

総務課☎89‑2112

８月分の支出はありません

11

月末

８月分市長交際費

９月中旬〜

渟城南小学校

調査期間

能代駅

フジ地中情報株式

52

渟城西小学校

調査業者

能代市役所

☎ ・５２２１

能代工業高等学校

上下水道整備課

能代第一中学校 能代公園

会社

問合せ

能代市総合体育館

「消防から消火器の点検に来た」と訪問があり、消火器

ませんので、ご注意ください。

困ったときは相談を！

能代市消費生活センター☎89-2939 い や や
(土・日・祝日は) 消費者ホットライン☎１８８
消防本部予防課☎52-3311

問合せ
13

秋田県国民年金基金 10120-65-4192

広報 のしろ 2. 9.10

10

89

10

30

23

89

11

します︒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︒
対象 市内に自ら居住する住
宅の新築︑
増改築︑リフォー
ムまたは外塀付設を行う方
補助金額 上限 万円
申 請 時 期 補 助 金 総 額︵７ ５
０万円︶に達するまで

①国民年金第１号被保険者で保険料を全額納めている
②国民年金に任意加入している
③県内に住所がある

令和３年３月 日までに施工
※
完了するものに限ります︒

同基金には次の条件を満たした方が加入できます

89

10

●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︒
日時 ９月 日㈬
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

国民年金基金は、老齢基礎年金の上積み年金とし
て給付を行う、公的な年金制度です。
年金額を自分で設計して増減することも可能で、
掛金は全額「社会保険料控除」となり、受け取る年
金にも「公的年金等控除」があるなど、税制面でも
優遇されています。基本型は 65 歳受給開始ですが、
２口目以降に 60 歳から受給できるタイプもあります。
９月下旬には、加入対象者あてにダイレクトメー
ルが送付されます。誰にでも訪れる「老後」の備え
として、詳しい資料をご覧になってみませんか。

林業木材振興課
☎ ・２２５０

国民年金基金からのお知らせ

問合せ

年 金 通 信

所有者が申請書を提出
④所有者は 月 日㈰までに
被害木を伐採し︑２ｍ 程度
に切断してトラックが入れ
る場所に集積
⑤市の委託業者が 月下旬以
降にトラックで収集
問合せ 林業木材振興課
☎ ・２２５０

ります。消防署では消火器の点検や販売、回収をしており

木材製品の地産地消やＰＲに

います。中には処分費用を請求されそうになった事案もあ

秋田スギの温もり補助金を
活用してみませんか

ればいけない」と消火器を持ち去られた事案が発生して

地場産秋田杉内外装材を使
用する場合に購入経費を助成

を見せたところ、
「使用期限が切れているので回収しなけ

30

無
料
相
談

お知らせ ９月 12 日開催予定の「ときめきマルシェ」は

広報のしろ８月 25 日号に掲載していた、

字大瀬儘下

7 戸（2LDK）

不可
2 戸（3DK）

不可
10 戸（3DK）

不可

初めての山登り教室を
行います

月

月１ 日

日

４ 回の教室で山登りの基本

日㈬︑

月１日㈭までに

１人２０００円

二ツ井山の会

人

月７日㈯︵予備日︶

月

月７日㈬︑

や楽しみ方を学びます︒
期日

㈬︑
㈰︑
定員
講師
参加料
申し込み

電話で
能代市総合体育館

字田子向
字寿域長根

4 戸（3DK）

不可
住吉町住宅

住吉町

2 戸（3LDK）

不可

９月 18 日㈮まで

のでご活用ください︒

コードからアクセスできます

を発信しています︒次のＱ Ｒ

位上昇の見通しなど防災情報

ターやフェイスブックで︑水

ホームページと併せてツイッ

洪水などの災害時に事務所

発信しています

公式ＳＮＳで防災情報を

能代河川国道事務所

都市整備課 ☎89-2194
地域局建設課☎73-5300
問合せ

落合字
中大野台

山登りの基本を学びませんか

市営住宅入居者募集
問合せ

芝童森住宅

問合せ

能代河川国道事務所
調査第一課☎ ・１１７６

みんな の
健康・福祉

でも参加して集える場です︒

参加者同士の交流のほか︑専

門家への相談もできます︒

︵オレン
認知症サポータ ―

の 方︶の 方 の ボ ラ

ジリングをお持ち

楽しく歩いて健康づくり

ンティアでの参加

申 込 み 不 要︒ど

す︒

日時

日㈫

常盤公民館

時〜正午

場所

☎ ・５３５５

長寿いきがい課

２００円

問合せ

場所

日時

日㈬

分〜３時

☎ ・５３５５

長寿いきがい課

本庁舎１階会議室２

午後１時

９月

ます︒

リングをお渡しし

証となるオレンジ

者には︑認知症サポーターの

などについて学びます︒受講

への接し方︑家族の支援方法

認知症の症状や認知症の人

認知症サポーター養成講座を
開催します

認知症の正しい知識を身に付けるため

問合せ

費用

午前

９月

もお待ちしていま

１・２・１・２ウオーキングを

施工中は︑土砂運搬などの

なたでもお気軽に

分︶

認知症カフェ
﹁ほっとカフェ﹂
を開催します

認知症の方やそのご家族︑

認知症の予防をしたい方︑認

知症の方を支えたい方など誰

14

広報 のしろ 2. 9.10

洪水時の河川の水位を下げるため

米代川二ツ井地区河道の
掘削工事を行っています
能代河川国道事務所では︑
９月から令和３年３月までの
間︑洪水時の河川の水位を下
げ る た め 川 幅 を 広げ る 掘 削 工

た め 多 く のダ ン プ ト ラ ッ ク を

ご参加ください︒

分︶

時〜

開催します

使用することとなります︒近

●工業団地コース

事を行っています︒

隣にお住まいの方や付近を通

日㈫午前

午前９時

能代工業団地交流会館前

︵集合

９月

日時
集合

行される方には︑ご迷惑をお
掛けしますが︑ご理解をお願
いします︒
なお︑桜づつみ公園内の堤

☎ ・２８３８

健康づくり課

●二ツ井川の駅コース

問合せ
の通行時間帯︵午前７ 時〜午

日㈭

午後０時

☎ ・５５００

地域局市民福祉課

︵入口奥付近︶

道の駅ふたつい駐車場

︵集合

午後１時〜３時ごろ

９月

日時
能代河川国道事務所

でご注意ください︒
問合せ

二ツ井出張所☎ ・５４３２

集合

後５ 時︶は通行できませんの

防上通路は︑ダンプトラック

15

悩みや不安を語り合いませんか

問合せ

50 10

50

大瀬住宅

向ヶ丘住宅
（公営）
向ヶ丘住宅
（改良）

10 15

23

58

73

単身者入居

14

24

募集戸数

☎ ・３６０７

至 青森

所在地

11 10

89

30

89

73

317

至 秋田

至 藤里
７

二ツ井駅

21
10

募集期間

公式
Facebook

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。

15 11 10 10

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
募集案内
敷金 家賃月額の３カ月分

70

トラック
運搬ルート
掘削
箇所

住宅名

54

公式
Twitter

中止となりました

みんなの健康・福祉

お気軽にご相談ください
心身ともに健康な体を目指して

初心者もお気軽にご参加ください

講師

インストラクター

費用 ４０００円

防災講座特別編

ス︑バレエ︑ヨガの要素を融

持ち物

人

猿田千秋さん

合したボディメイクエクササ

バレトン教室を開催します

能代ならではの動きを取り

健康セミナー けやき公園を

﹁新型コロナ ウ イ ル ス
感染予防対策 を 学 ぼ う ﹂ を
入れたのしろ健康体操や︑グラ

イズで︑代謝︑バランス能力︑

自殺予防週間です
開催します
ウ ン ド・ゴ ル フ 交

柔軟性の向上に効果が期待で

飲み物︑タオル︵動

申し込み ９ 月

日㈬までに

きやすい服装で参加を︶

定員

日を自殺予防週間と

自殺対策基本法では︑９月
新型コロナの正しい知識と

きる軽運動です︒

バレトンとは︑フィットネ

定め︑﹁誰も自殺に追い込ま
感染予防対策を学び︑万が一
流大会を行います︒

☎ ・８４５４

能代市体育協会

電話で

問合せ

30

日〜

れることのない社会﹂の実現
の際の心構えを身に付けます︒

日

日︑

日︑

日︑

に向け︑相談事業および啓発

月５日︑

活動を実施します︒

午前 時〜正午

日程

日時 ９月 日㈯

月２日︑
日︑

月７日︑
１月

分〜４時

のいずれも月曜日
午後３時

︵全８回︶

能代市総合体育館

分

日㈮

開催します

介護予防教室のお知らせ

日時 ９月
けやき公園

場所

20

在宅で介護している方や、介護について知りたい
方々が集まり、介護について学んだり悩みなどを話し
合う集いです。介護について悩んでいる方、一度足を
運んでみませんか？
◎本庁地域包括支援センター☎74-7156

●よりそいホットライン
場所

日㈬までに

飲み物︑タオル︑マスク

申し込み ９ 月

☎ ・１４１４

中心市街地活性化室

電話で
問合せ

家族介護者の集いを開催します

時〜正午

二ツ井総合福祉センター

午前
場所

先着 人

時間対応・無料︶

一般的な生活上の悩みをは

︵
定員

人

持ち物

日本赤十字社秋田県支部

定員

対象 市内在住の方

稲岡一枝さん

講師

じめ︑生活困窮者などに対す
る総合的な電話窓口です︒
０１２０・２７９・３３８

●ＳＮＳ相談事業
問合せ 二ツ井総合福祉セン

11

88

◎南地域包括支援センター☎74-6700

23

申し込み 交付申請書（ホームページからダウンロード
可）に必要書類を添えて健康づくり課へ
問い合わせ 健康づくり課☎58-2838

30

◎南地域包括支援センター☎74-6700

20

※１回目の交付上限額と２回目以降の交付上限額が変わります。
※申請期限は、補助具を購入した日の属する年度の翌年度
の３月 31 日までです。
※補正具１種類につき、補助は年度当たり１回です。
※送料や手数料は補助対象外です。

☎ ・３８０１

30,000円

ター

20,000円

45,000円

厚生労働省ホー

20,000円

ムページで︑
ＳＮＳ

30,000円

73

がんの治療を受けており、平成 31年４月１日以降
に補正具の購入をされた方が対象です。

やチャット相談を行っている

30,000円

頭髪補正具（ウィッグなど）

団体を紹介しています︒
ジャパン・マンモグラフィー・サンデー

日曜日に乳がん検診を
実施します
月 日㈰午前８時〜

予約制による先着順です︒
日時
人

日㈮までの

場所 Ｊ ＣＨＯ秋田病院
定員
月

場所

日時

東部公民館

午前10時〜11時30分

９月23日㈬

場所

日時

サンピノ

午後１時〜３時

９月25日㈮

申し込み

時〜午後４時に

乳房補正具（左側）

20
市では、がん治療を受けている方の補正具購入費の
補助をしています。今年度より制度が変更となり、県
と市の申請窓口が、市へ一本化されました。

30

浅内自治会館

午前10時〜11時30分

９月29日㈫

平日午前
電話で

問合せ Ｊ ＣＨＯ秋田病院健
☎ ・３１２７

広報 のしろ 2. 9.10

15

康管理センター

がん補正具購入費を補助します

25 14 23 12

場所

日時

鶴形公民館

９月15日㈫

場所
日時

サンピノ
午前９時30分〜11時30分
毎週木曜

2回目以降の
場合

乳房補正具（右側）

初回申請の
場合
種類

16

52

上限額

18

11 10

12 11 10

運動不足やもの忘れが気になる方などを対象に、
元気に生き生きした生活を送れるように介護予防教
室を開催します。
◎本庁地域包括支援センター☎74-7156

24

in

10 26

16
10
40

89

10 25

10

1

みんなの健康・福祉

能代山本地区
障がい者スポーツ普及・発展のため

日㈰

月７日㈯︑８日㈰︑

日㈯︑

15

初級障がい者スポーツ指導員
養成講習会を開催します

期日

場所 秋田県心身障害者総合

福 祉 セ ン タ ー︵秋 田 県 社 会

14 11

在宅の障がい者が︑運動を

分

30

障害者スポーツ教室を開催します

日㈪

時

11

通して交流を深め合うスポー

月

時〜

10 12

ツ教室です︒

日時
午前

福祉会館内︶

歳以上の

●バランスボールエクササイズ
木曜コース（10月８日、15日、29日）
時間 午後１時30分〜２時30分
金曜コース（10月９日、16日、23日）
時間 午前10時30分〜 11時30分
＞＞いずれも
定員 20人
費用 1 000円

場所 能代市総合体育館

対象 県内在住の

方で︑講習会修了後に同指

18

アリナススポーツ教室

●アクア体操
９/20㈰
・火曜コース（10月６日、13日、20日） までに
・金曜コース（10月９日、16日、23日） フロントへ
申込
＞＞いずれも
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

対象 能代市山本郡に在住の

身体や知的︑精神に障がい

人

のある方など︵障がい者施

定員

費用 ３５００円︵テキスト代︶

30

導員として活動できる方

設を利用している方を除

く︶

種目 フライングディスク

日㈮までに

このほか９３００円の認定申
※
請料が必要です︒

月

16

月５日㈪までに

申し込み

秋田県障害者スポーツ協会

ホームページ
︵ http://www

︶か ら ダ ウ
.akita‑sports.jp/
ンロードした申込書に必要

‑ 秋田市旭北

事項を記入し︑郵送または

ファクスで

10

申し込み

☎ ・２１５２

電話やファクスで

問合せ

福祉課
N
89 89
・１７７１

・６８００

問合せ 〒

栄町１ ５
‑ 秋田県社会福祉
会館内５階

楽しくからだを
動かしてみませんか

秋田県障害者スポーツ協会

☎０１８・８６４・２７５０

０１８・８７４・９４６７

N

社会福祉協議会

☎ ・６０００

N
89 89

10

10

問合せ
アリナス ☎ 54‐9200

●メタボ予防運動教室
日時 10月５日〜 11月30日の月曜日
（11月23日を除く全８回）
午後１時30分〜３時30分
定員 先着12人
費用 2,600円
●ヨーガ教室
日時 10月５日〜 11月９日の月曜日
（10月26日を除く全５回）
午前10時〜 11時30分
定員 先着16人
費用 1,100円
●ラージボール卓球教室
日時 10月６日〜 11月10日の火曜日
（11月３日を除く全５回）
午後１時30分〜３時30分
定員 先着16人
費用 1,100円

９/30㈬

までに
フロントへ
申込

広報やホームページの広告を募集しています
広報のしろ （月２回発行）
裏表紙 タテ 13.5 ㎝ × ヨコ 8.8 ㎝…30,000 円
（カラー） タテ13.5 ㎝ × ヨコ 18.0 ㎝…60,000 円
中ページ タテ 6.0 ㎝ × ヨコ 8.3 ㎝…10,000 円
（２色） タテ 6.0 ㎝ × ヨコ 17.0 ㎝…20,000 円

ホームページ （バナー広告）
5,000 円／月

（一月単位で、 最長１年間の受付）

能代市ホームページのトップ画面に掲載できます
広告枠の空き状況は
こちらからご確認ください

地域情報課☎89-2147 E メール kouhou@city.noshiro.lg.jp ～お気軽にお問合せください～
広報 のしろ 2. 9.10

16

です
載が無い講座や
催し な どは無料
費用の記

秋の星空観察会

親子わくわく教室

子ども館☎52‑1277

●中秋の名月を眺めながら
俳句をつくろう！

●ぼくもわたしも陶芸家！

親子で世界に一つだけの陶芸作品
に挑戦します。全２回の講座です。
日時 ①10 月 17 日㈯
…土をこねて形を作る
②11 月 21 日㈯…絵付け
いずれも午前 10 時〜正午
講師 陶芸工房 野阿・海波窯
戸田誠子さん
対象 市内に在住する３〜６歳の未
就学児童とその保護者（保護者が対
応できる範囲の兄弟姉妹の参加可）
定員 10 組 20 人
費 用 1,000 円（兄 弟 姉 妹 参 加 の 場
合、１人追加ごとに 1,000 円）
申し込み ９月 19 日㈯午前９時か
ら電話で

日時

10 月２日㈮
午後７時〜８時 30 分
対象 小・中学生（保護者同伴）
定員 ７家族（市内在住の方優先）
申し込み ９月 18 日㈮〜30 日㈬正
午までに電話で
※マナブゥ指定講座
※あきたサイエンスクラブ推奨講座

イベント案内

天神工房木工教室

能代エナジアムパーク☎52‑2955

●八竜写真クラブ「愉快な仲間」写真展
写真約 20 点を展示します。
日時 ９月 17 日㈭〜 24 日㈭
午前９時 30 分〜４時 30 分

※初日は正午から
※最終日は午後４時まで
※21日（月・祝）、22日（火・祝）は臨時開館
※23 日㈬は休館

●名月盆栽展

黒松、モミジ、真柏などの秋の盆
栽やサンザシ、ヒメリンゴといった
実のなる盆栽約 20 鉢を展示します。
日時 ９月 26 日㈯〜 27 日㈰
午前９時 30 分〜午後４時 30 分

天神工房☎88‑8815
日時 ９月 25 日㈮
午前９時〜午後３時ごろ
定員 ８人
費用 3,000 円（昼食、傷害保険込）
申し込み ９月 18 日㈮まで（必着）
郵便番号、住所、氏名、生年月日、
電話番号、
「重宝な小物入れ」を
記入し、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。
重宝な小物入れ
を作ります

※27 日は午後４時まで

●金魚の王様

第60回能代市俳句大会

中央公民館☎54‑8141

らんちゅう展

高さ 42 ㎝
幅
40 ㎝
奥行き 30 ㎝

桜らんちゅう会が、金魚の王様と
いわれるらんちゅうを展示します。
日時 ９月 27 日㈰
午前 10 時〜午後３時

産休育休代替職員
（フルタイム）

能代図書館☎54‑1114
今回は新型コロナウイルス対策の
ため、紙上開催とします。投句のみ
とし、大会結果発表は書面および新
聞紙上にて 11 月下旬に行います。
対象 市民または市内の句会に所属
の方
費用 1,000 円（高校生以下無料）
申 込 み 9 月 20 日 ㈰ ま で に 兼 題 ２
句・席題３句と投句料を添えて直
接カウンターへ

９月木工教室

木の学校☎52‑5249
日時 ９月 30 日㈬、10 月１日㈭
のいずれか
午前９時〜午後３時 30 分
定員 各 15 人 費用 3,800 円
申し込み ９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://kino
-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
※抽選につき１枚で１人まで
野菜ストッカーを
作ります
高さ 85 ㎝
幅
53 ㎝
奥行き 35 ㎝

看護・介護スタッフ募集
■看護師・准看護師

■介護スタッフ

【正職員・パート募集中】

詳細はハローワーク求人票をご確認ください。
お電話いただければ求人票をご郵送いたします。
まずはお気軽にご質問、ご相談ください。

詳細はハローワーク
もしくは下記に
お問い合わせください

短時間勤務も大丈夫！

ご応募

つばめの森保育園
17
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〒016-0878
能代市字臥竜山 36-2

tel 0185-55-2533

０１８５−５２−１３１５

医療法人 京回生会
〒016-0803 能代市大町1番8号

担当
成田・工藤

介護医療院京病院

10月

鶴形そば道場

日時 10月20日㈫午前10時〜正午
定員 10人
（２人以上で開催）
費用 1,500円

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。

つるし飾り入門編の様子

菊地のり子の布ぞうり講座（全２回） 湊由美子先生と
日時 10月１日㈭、16日㈮
楽しく吹こうオカリナ教室
定員

午前10時〜正午
各４人 費用 3,000円

塩こうじ作りと健康講座
日時
定員
費用

10月２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 10月２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

10月３日㈯、24日㈯
午前10時〜正午
定員 各６人 費用 1,500円

日時
定員

10月９日㈮、
23日㈮
午前11時〜正午
各10人 費用 1，
000円

さくら葬祭センターのお葬式講座
日時
定員

10月４日㈰
午後３時〜４時30分
５人 費用 無料

日時
定員

10月９日㈮、
16日㈮
午後１時30分〜３時30分
各８人 費用 2,000円

プログラミング体験教室

日時 10月10日㈯午後２時〜４時
定員 ４人 費用 無料
※小学校高学年向けの講座です。

水彩画入門

日時

10月11日㈰、
23日㈮
午後１時30分〜３時30分
定員 各８人 費用 1,000円

日時

10月13日㈫
午後１時30分〜３時30分
27日㈫午前10時〜正午
定員 各10人 費用 2,000円

折りばら教室「福山ローズ」

午後１時30分〜３時30分
10人 費用 1,800円

池坊 佐藤静花先生のいけ花教室

日時 10月７日㈬、21日㈬、28日㈬
午前10時〜正午
定員 各10人 費用 1,800円

イトオテルミー体験教室
日時
定員

10月７日㈬、21日㈬
午後１時30分〜３時30分
４人 費用 1,000円

10月14日㈬
午前10時〜正午
定員 ６人 費用 1,000円

日時
定員
費用

10月14日㈬
午後１時30分〜３時30分
８人
（２人以上で開催）
3,500円

筆ペン講座（全３回）

日時／内容
①10月15日㈭名前と住所の書き方
②11月19日㈭はがきの書き方
③12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）

珈音のおいしい珈琲講座

高橋公証人の遺言講座

杏音のソープカービング教室

相澤屋の絣小物の会「鮭」
２回目

日時 10月８日㈭午前10時30分〜正午
定員 15人
（３人以上で開催）
費用 1,000円
日時
定員

10月８日㈭
午後１時30分〜４時30分
８人 費用 初回1,500円

定員

10月22日㈭、
25日㈰
午後１時30分〜３時30分
各15人 費用 1,500円

手話サークル「はまなす」手話教室
日時
定員

10月24日㈯午後１時〜３時
10人 費用 100円

日時
定員

10月26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
「雪うさぎ、小まり」
日時
定員

10月27日㈫
午後１時〜４時30分
15人 費用 1,300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

10月28日㈬
午後１時30分〜３時30分
10人 費用 1,000円

点心料理教室「水餃子」
日時

10月31日㈯
午後１時30分〜３時30分
定員 ４人
（２人以上で開催）
費用 3,240円

日時

デコもち教室
「小菊」
（豆腐白玉を使用します） 発酵料理教室「甘酒」
日時 10月５日㈪
（デザート・飲み物付）
定員

日時

飾り巻き寿司教室
古流松應会 田中理笙先生の
「白神の秋」と「くり坊（巻物Ver.）」
いけばな教室

手作り米粉パン教室
「米粉入りパンプキンパン」
（手作りドレッシング、サラダ、
雑穀スープ付） ディンプルアート（ガラス絵）教室
日時 10月４日㈰午前10時〜午後２時
定員 ５人
（２人以上で開催）
費用 3,300円

若松さんのお菓子塾「まるでトマト」

日時

10月17日㈯
午前10時〜 11時30分
定員 ６人 費用 無料
日時

10月18日㈰
午前10時〜午後４時30分
定員 15人 費用 1,800円〜

木工体験教室「鉢台」
「花車」

日時 10月13日㈫〜 17日㈯
午前10時〜午後４時
場所 木工品市場
定員 各日３人
費用 1,000 〜 1,500円（材料費込）
申し込み
木工品市場☎88-8592（日曜定休）

白神ねっと
スマホ・タブレット体験教室

日時 10月14日㈬午前10時〜正午
28日㈬午後１時〜３時
場所 サンピノ
定員 各８人 費用 無料
申し込み ☎89-1755

前結びによる帯結び体験

日時 10月17日㈯
午後１時30分〜
３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

この本は子どもが楽しめるのはもち

ろんのこと︑大人が読んでも面白く︑

深く考えることができる本です︒登場

するのはタイトルの通り︑１００万回

死に︑１００万回生きたねこです︒ね

このそれぞれの一生にはすべて物語が

あり︑その一つひとつに読者が想像力

を膨らませることのできる一冊になっ

ています︒

◉ここがおすすめ！

死ぬのも平気だったねこの生き方を

大きく変貌させる白いねことの出会い

は︑１００万回生きたねこの感情を揺

さぶるものになっています︒

学校教育課の川面諒羽です︒スクールバスの運行

管理業務を主に担当しています︒学校教育課では一

人で劇団でも行っているのではないかと思うくらい

あたふたした日々を過ごしています︒

今年度から統合に伴い向能代小学校でスクールバ

スを運行しており︑開始から早くも６ヶ月が経ちま

した︒毎朝早くから夕方遅くまで児童生徒の送迎を

行い︑学校教育を支えてくださる運転手のみなさん

には感謝の気持ちでいっぱい

です︒これからも︑運転手の

みなさんと力を合わせて日々

学校教育課

の業務に臨みたいと思います︒
問合せ

☎ ・５２８１

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

卓球の思い出

出版年：1977年
出版者：講談社

メッセージ f r o m…

：佐野 洋子
著

侑大 さん ︵二ツ井町飛根︶

（イオン能代店３階）

山谷

市民サービスセンター

私が卓球を始めたのは中学校１年生の時です︒それまで

所

は野球を小学校６年間続けていましたが︑新しい分野に挑

場

戦したいという気持ちと個人競技を始めてみたいと思い︑

午前 10 時 30 分〜午後５時 15 分

部活動見学で奥深さにひかれ卓球部に入部しました︒

間

一緒に入部した個性豊かな８人のチームメイトをはじめ︑
先輩方や後輩たちとともに３年間厳しい練習にひたすら打
ち込みました︒３年の春にはたくさんの方々に支えられ︑
全県大会に出場することができました︒全県大会では良い
結果は残すことはできませんでしたが︑仲間たちとともに
全県に行けたことは今でも良い思い出です︒高校は能代工
業に進学し︑高校でも卓球を３年間続けました︒個人競技
だけでなく団体戦もある卓球で学んだことは︑仕事や日々
の生活の中にも確実に生きていると思います︒
高校を卒業し今は地元能代で就職しました︒今後は能代

「100万回生きたねこ」
☎ 55‑3477
問合せ

の卓球の活動に積極的に参加し︑能代のスポーツを盛り上
げ︑卓球の面白さを一人でも多くの人に知っていただける
よう携わっていきたいです︒

73

広報 のしろ 2. 9.10

19

0
2 02

時

157

次回は︑金子 蓮さん︵二ツ井町飛根︶にタッチします︒
※

● 内職などの相談・雇用相談

大人も楽しめる
絵本の名作だね

月〜金曜日

秋田県立能代工業高等学校
３年 嶋田 偉月 さん
日

推し本
曜

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。

● 毎月

ルーラル ご宿泊プラン
9⁄30㈬まで

日・

10

日発行

25

１泊２食

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。

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
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）

1泊2食 （税込）
16,650円

10,000円

和食 洋食 中華

※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

※②はペット不可

やさしかった祖父母に

慈しんでくれた父母に

再生紙を使用しています。

思いを馳せることが

● 印刷 ㈱ 北羽新報社

一番のご供養です

● 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

湯ったりプラン

環境にやさしい植物油インキを使用しています。

JA 葬祭「みどりの会」 入会金 10,000 円 のみ

（税込）

HPでもお知らせしておりますが 今年度の人形供養祭は中止となりました

