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第

午前10時～
午後１時30分～

11/13 鶴形地域センター
二ツ井公民館
㈮

午前10時～
午後１時30分～

11/17 南地域センター
向能代地域センター
㈫

午前10時～
午後１時30分～

11/18 扇淵地域センター
常盤地域センター
㈬

午前10時～
午後１時30分～

問合せ

環境衛生課☎89-2172

街路樹や公園などの落ち葉清掃用の袋を無料提供します。
袋の回収も行いますので、清掃後は分かりやすい場所に置
いて下記までご連絡ください。
問合せ 街路樹の落葉 道路河川課☎89-2193
公園の落葉

都市整備課☎89-2197

☎ ・２１７３
☎ ・２１７２

街路樹などの落ち葉について

89 89

【問合せ】稲わら焼き禁止・野焼き禁止

※感染症対策のため今年の「官庁街秋の落ち葉清掃」は行いま
せん。
※期間中の感染症状況などによっては、各自で清掃活動を中止
するなど対応をお願いします。

環境衛生課環境保全係
環境衛生課清掃係

自治会などで日ごろから実施している清掃区域での落ち
葉清掃活動・環境美化にご協力をお願いします。

古布回収

11月は、秋の落ち葉一掃運動実施期間です

今年度の古布回収は
実施しません

木々の恩恵に感謝して

野焼きは絶対に
やめましょう

環境衛生課☎89-2173 ファクス89-1769
メール kankyo@city.noshiro.lg.jp

新型コロナウイルス感染症
の影響により、古布を海外へ
流通させることが困難とな
り、今年度の古布回収は実施
しないこととなりました。古
着などの古布は燃えるごみで
も出せますが、可能な範囲で
保管をお願いします。

問合せ

10

近隣での野焼きによる相談
や苦情が市に寄せられていま
す。野焼きは、法律で原則禁
止されています。
ごみなどは、市のごみ収集
や資源として出すなど適正に
処理し、快適な生活環境を守
りましょう。

市内に居住し、各場所で資材を受け取れる方
コンポスト使用後にアンケートに協力できる方
募集数 配布場所ごとに先着10人
申し込み 各場所の配布日の前日までに電話、または氏名・
住所・電話番号を記載しファクスやメールで
対象

き起こす原因となります。
また、目やのどを痛め、特
に体の弱い方や病気の方に被
害が及ぶことがあります。
稲わらは、水田にすき込ん
だり、堆肥として活用するな
ど有効活用し、事故防止など
にご協力をお願いします。

11/12 中央公民館
檜山地域センター
㈭

10

環 境 通 信

各地域センターで資材の無償配布を行い、使い方などを
アドバイスします。皆さんの取り組みをお願いします。

11

11

日までは稲わら焼き禁止期間です ･････････

段ボールコンポスト容器を配布します

©Noshiro City

月

ごみの減量化や資源の有効活用などのため

稲わら焼きは、県条例によ
り原則禁止されています。例
年、特に稲わら焼きが多い時
期となる 月 日㈫までの間
は全面的に禁止されていま
す。
稲わら焼きの煙による視界
不良が、重大な交通事故を引

無料です

号

平日8:30 〜 17:15 ☎58-2838
患者や家族の方の人権に配慮を

延期が決定している主な行事
●二ツ井地域松寿大学
問合せ 地域局市民福祉課☎73‑5500

固定資産税ページ
ＱＲコード

73

給付金ページ
ＱＲコード

員

貸与額

年２回払い

毎月または年１回払い
無利子
償還期間中に能代市に居住
し、一定の要件を満たす場合、
返還金の一部を助成

15

分の間

償還期間中に能代山本郡内に
返還免除
居住する場合、返還額を全額
返還助成
免除

30

20

学校教育課☎ ・５２８１

卒業後１年間

分〜午後５時

子

20 年以内

11

令和
３年度

問合せ

10 年以内

12

募集期限
月 日㈮︵必着︶

能代市奨学選考委員会で選考します。

※平日午前８時
受付

利

＜高校＞
20,000 円以内／月
＜高等専門学校＞
25,000 円以内／月
＜専門学校、短期大学、
大学、大学院＞
45,000 円以内／月

入学一時金
１００万円以内

据置期間
返済方法

高校…６人以内
専門学校、短期大学、
大学など…７人以内

専門学校、短期大学、
大学、大学院…20 人以内

決定時期
月下旬までに採否をお知らせ

返還期間

能代市に住所を
有する方の子

※ 奨 学 金 の 併 用 は 可 能 で す が︑ 返 済 計 画
などを十分検討してください︒

選考方法

能代市または山本郡内に住所
を有する方の子

16

73
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能代市奨学金＆能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金

定

能代市奨学金
（月額奨学金）

10

奨学生の第２次募集を行います

募集対象

能代市ふるさと人材育成・定
住促進奨学金（入学一時金）

市では︑経済的理由により修学が困
難な方へ奨学金を貸与しています︒
追加募集を次のとおり行いますの
で︑希望する方は募集要項をご確認の
上︑お申し込みください︒要項は学校
教育課や能代教育事務所︑市内各中学
校・高校に備えるほか︑市ホームペー
ジからもダウンロードできます︒

【 奨 学 金 の 概 要 】

26

26

︵ 月 日現在︶

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協力をお願いします。

30

89

新型コロナウイルス感染症関連情報

その他の相談はこちら（健康づくり課）

能代市大学生等応援給付金

24時間
☎018-866-7050
毎日8:00 〜 17:00 ☎018-895-9176
毎日8:00 〜 17:00 ☎0570-011-567

固定資産税

経験豊富な看護師が相談に対応します。

申請期限を２月 日㈮まで
延長しました

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相
談や症状などについて、ご相談ください。

令和３年度課税分に限り
軽減します

感染に関する相談窓口はこちら

学生生活に不安を抱えている本市出
身の大学生や高校生などを対象に支給
している給付金の申請期限を２月 日
㈮まで延長しました︒
支給を希望する方は︑
お問い合わせいただく
か︑ 市 ホ ー ム ペ ー ジ を
ご確認の上︑申請してください︒
問合せ 学校教育課
☎ ・５２８１

あきた新型コロナ受診相談センターへ
ご相談を！

新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入が前年と比べ ％以上減少し
ている中小事業者などが所有する事業
用家屋や償却資産が対象です︒
軽減割合や手続きな
ど︑ 詳 し く は 市 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︒
問合せ 税務課
☎ ・２１２７

医療機関を受診する前に

2

ふるさと納税の特産品募集に関する
情報はこちらから確認できます

人口政策・移住定住推進室☎ ・２１６３

会登録料の１万円を全額助

直接登録料を支払います。

センターやオンライン
婚活の詳細はこちら

オンライン婚活
ＱＲコード

結婚支援センター
ＱＲコード

89

限もしくは賞味期限が保証されるもの
④ふるさと納税者の寄附金額に応じて2,000
円〜 100,000円（税込）の金額で提供でき
るもの

資産性が
高いもの

②速やかに発送できるもの
（季節商品については別途相談）
③飲食物は、商品到着後３日以上の消費期

金銭類似性が
高いもの

●能代市内で製造、加工、採取、栽培など
をしているもの
●市内で提供されるサービス

問合せ

提出するだけ。後日、市が

89

新しい婚活様式

センター訪問時に同意書を

気軽に登録︑丁寧なサポート

成しています。手続きは同

オンラインで婚活を
してみませんか

市では、同センターの入

あきた結婚支援センターを
ご利用ください

登録料を全額助成します

20

能代で月に２回行われる出

登録できない品も
あります
①市のＰＲにつながるような商品やサービ
スなどで、次のいずれかを満たすもの

総合政策課☎ ・２１４２

あきた結婚支援センター

◆登録できる特産品……………………………………………

問合せ

販路拡大やお店の商品のＰＲに

構成員でない

パンフレットやインターネットサイト
で紹介され︑寄附された方が自由に選
ぶことができます︒昨年度の寄附金額
は１億円を超え︑今年度も昨年度を上
回るペースの寄附が集まっています︒
注目度も高いふるさと納税を活用し
て︑特産品をＰＲしてみませんか︒

ダーに掲載しています。

同センターでは︑コロナ禍で人と人
との交流が制限される中でも出会いを
応援するため︑Ｚｏｏｍを活用した３
種 類 の オ ン ラ イ ン 婚 活 を 始 め ま し た︒
センターへの会員登録をしなくても参
加できます︒
●マッチング︵出会い︶のための﹁婚
活パーティー﹂︵５００円︶
●毎回さまざまなゲストを招いて行う
﹁趣味コン﹂︵男性１０００円・女性

25日号の福祉・健康カレン

あきた結婚支援センターでは︑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︒登録時のみ︑本
人確認のためセンターへの訪問が必要
ですが︑その後は自分のスマートフォ
ンなどからいつでもお相手を検索でき
ます︒また︑ＡＩ︵人工知能︶が相性
の良い方を紹介する機能もあり︑１月
の開始から既に３組の成婚実績が出て
います︒

スケジュールは広報のしろ

５００円︶
●コミュニケーション
能力などの魅力を

張センターでも可能です。

有効期限 登録日から２年間︵更新可︶
入会条件
歳以上の独身の男女で結
婚を誠実に希望する方

センターへの会員登録は

アップする﹁婚活セ
ミナー﹂︵無料︶

月２回の出張センターも
ご活用ください

※詳しくは︑同センターのホームページ
をご覧になるか︑市人口政策・移住定
住推進室へご相談ください

広報 のしろ 2.10. 25

3

あなたの出会い・結婚を支援します

②市税の滞納がない
③代表者などが、暴力団による不当な行為
の防止等に関する法律に掲げる暴力団の

72

ふるさと納税のお礼の品に登録しませんか

①市内に本社や支店、営業所、工場などを
有する法人や個人

市では︑ふるさと納税をしていただ
いた方に︑特産品などのお礼の品をお
贈りしています︒このお礼の品は︑市
内の事業者などから申し込みを受ける
登録制です︒９月末現在で 事業所の
３３１品が登録されています︒
登録された商品は︑ふるさと納税の

◆登録できる事業者……………………………………………

水道水を作り、各家庭や事業所へ
給水するまでの費用とその財源で
す。主な収入は水道料金です。

（単位：千円）

（単位：千円）

1,200,000

600,000

不足額
420,598

企業債償還金
372,050

0

800,000

収入

400,000

200,000

その他
315,677

1,000,000

800,000

その他
208,365

建設改良費
445,013

企業債
188,100
収入

支出

3億
9,646万5千円

支出
8億
1,706万3千円

136,005
101,490

純利益
支払利息

減価償却費
437,665

600,000

水道料金
841,844

400,000
200,000
0

収入

【主な収入の説明】

経費
482,361

支出

収入
11億
5,752万1千円

支出
10億
2,151万6千円

【主な支出の説明】

企業債…建設工事のための借入金
不足額…減価償却費などで補てん
【主な支出の説明】

経費…水を作る、施設維持、料金徴
収などの経費や人件費
減価償却費…水道施設の価値の減少

建設改良費…施設や配水管などの工
事等に係る経費

を費用として計上
支払利息…建設工事のための借入金

企業債償還金…建設工事のための借
入金の元金返済

利息
純利益…次年度以降の建設改良費な
どに使用

＜今後の見通し＞

水道事業、下水道事業ともに、これまで民間委託の推進や人事配置の見直しなど業務の効率化、
経費の節減に取り組んできましたが、おおむね安定した経営状況になっています。今後、建設
改良工事に伴う減価償却費などの経費が増加していく見込みであることから、引き続き効率的
で安定した事業運営に努めていきます。

その他
2,000,000

1,500,000

不足額
478,086
119,746

（単位：千円）

1,400,000

企業債償還金
797,169

1,200,000

収入

0

企業債
1,305,271

支払利息
155,912

建設改良費
1,860,224

収入

21億
7,930万7千円

支出
支出

26億
5,739万3千円

【主な収入の説明】
企業債…建設工事のための借入金
不足額…減価償却費などで補てん
【主な支出の説明】
建設改良費…終末処理場や下水道管
などの工事等に係る経費
企業債償還金…建設工事のための借
入金の元金返済

800,000
600,000
400,000
200,000
0

他会計補助金
476,339

減価償却費
805,550

収入
14億
5,539万8千円

他会計負担金
191,653
下水道使用料
405,374

経費
381,386

収入

支出

支出
13億
4,284万8千円

【主な収入の説明】
他会計負担金・他会計補助金…雨水
処理などの経費に対する、一般
会計からの繰入金
【主な支出の説明】
経費…汚水処理、施設維持、使用料
徴収などの経費や人件費
減価償却費…下水道施設の価値の減
少を費用として計上
支払利息…建設工事のための借入金
利息
純利益…次年度以降の建設改良費な
どに使用
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問合せ 公営企業管理課☎ ・８０７２

500,000

純利益
112,550

1,000,000

国庫補助金
754,290

1,000,000

その他
382,032

下 水 道 事 業 会 計

（単位：千円）

2,500,000

収益的収支（税抜き）
汚水および雨水を処理する費用
とその財源です。主な収入は下水
道使用料と一般会計繰入金です。

能代市下水道事業の処理区域内人口は２万６１４８人で︑当年度純
利益は︑１億１２５５万円となりました︒建設改良事業では︑汚水に
係る管渠整備事業として︑向能代分区︑長崎分区︑東能代第一分区を
整備しました︒管渠改修事業としては︑港町排水区管渠改修工事を行
いました︒また︑能代終末処理場他１中継ポンプ場の再構築︵第２期︶
工事を行いました︒

資本的収支（税込み）
下水道施設を建設・改良するため
に必要な費用とその財源です。

水道・下水道事業の決算状況をお知らせします

1,000,000

元

年度

水道施設を建設・改良するために
必要な費用とその財源です。

水 道 事 業 会 計

収益的収支（税抜き）

能 代 市 水 道 事 業 の 給 水 戸 数 は １ 万 ９ ７ ６ ５ 戸︑ 給 水 人 口 は
４万９４０人で︑当年度純利益は︑１億３６００万５千円となりまし
た︒建設改良事業では︑配水管等整備事業として︑出戸本町地区配水
管更新工事や鰄渕地区配水管更新工事などを行いました︒また︑北部
地区配水管整備事業として︑北部地区配水管布設工事を行いました︒

資本的収支（税込み）

74

4

月９日は１１９番の日です

11

火事ですか？ 救急ですか？

誰がどうしま
したか？

けが人や逃げ
遅れた人がい
ますか？

傷病者の状況を
教えてください

あなた（通報者）の名前と
電話番号を教えてください
緊急通報は固定電話、携帯電話、ファクス、
インターネット（登録者のみ）での通報が可能です。
災害などの通報の際は、必ず自身の安全の確保を！
その火事を 防ぐあなたに 金メダル

11月１日㈰〜７日㈯は
秋の火災予防運動週間です
空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季を迎え
ます。一人ひとりが火災予防を心掛けましょう。
【期間中の主な行事】
①防災行政無線による広報
能代消防署・二ツ井消防署
日時 11月１日㈰、４日㈬10時に１回ずつ
②消防総合訓練
能代消防署
日時 11月１日㈰午前９時30分〜
場所 通町
③防火広報巡回
能代・二ツ井消防署
消防署車が日中および夜間に広報巡回
能代消防署
各地区の婦人防火クラブ員が夕方に広報巡回
5
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︻問合せ︼
能代消防署 ☎ ・３３１１
二ツ井消防署☎ ・２３２７

何が燃えて
いますか？

通報時のポイント⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

救急のとき

●家庭では電
話のそばに
住所や名前︑
目 標 物︑ 電
話番号を記
入したメモなどを準備して
おきましょう︒
●職場や地域での避難訓練の
際に︑通報訓練を積極的に
行いましょう︒

火災のとき

●職員の指示があるまでは通
話を切らないでください︒
●携帯電話からの通報は︑位
置情報を割り出せない場合
があります︒住所や目標と
なる建物などを詳しく伝え
てください︒
●状況によっては︑通報時に
応急処置や避難誘導を指示
する場合もあります︒

場所（住所）はどこですか？
※付近の目標となる建物など

正確な通報が迅速な活動へ繋がり︑尊い命を救います

迅速な消防活動につながる通報を！

119番通報

通報時は気が動転して︑正
確な通報ができなくなりま
す︒
﹁早く来てください︒
﹂だ
けで切断されるケースも多
く︑災害場所の特定に時間が
かかり︑出動が遅くなる事例
も多くあります︒通報は落ち
着いて︑正確に伝えましょう︒

119番通報時の
電話対応
フローチャート

キーワードは
﹁落ち着いて・正確に﹂

消防署からのお知らせ

73 52

１１９番の日って…？
消防に対する正しい理解と認識を深め、防火
意識の高揚や、地域ぐるみの防災体制の確立に
取り組むため、消防庁が昭和62年に制定した記
念日です。

より的確な情報収集のため
下記システムを導入しています
●NET119緊急通報システム
音声通話による119番通報が困難な方を対象
にしたNET119緊急通報システムの運用を開始
しました。利用には事前申し込みが必要です。

●多言語通訳システム
日本語以外からの119番通報時や現場活動時
に署員がコールセンターへ電話を繋ぎ、通訳を
交えてコミュニケーションを取る多言語通訳シ
ステムの運用を開始しました。

広報 のしろ 2.10. 25

6

放送が聞き取れなかったと
きなどにご活用ください。
テレホンサービス
☎ ・４８９０

容を確認できます。

都市計画（案）の
住民説明会を開催します

一般廃棄物処理施設整備に伴う

防災危機管理室
☎ ・２１１５

※通話料がかかります。

問合せ

能代山本広域市町村圏組合
で実施する、新たな一般廃棄
物処理施設の整備に伴う都市
計画（案）について説明会を
開催します。
日時
月 日㈭
午後６時 分～
場所 中央公民館
問合せ 都市整備課
☎ ・２１９７

30

89

月は納税強調月間です
しましょう。
口座振替をおすすめします
県内の銀行、信用金庫、労
働金庫、信用組合、農協など
に預金口座があればどなたで
も利用できます。詳しくはお
問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の
影響で納付が困難な方へ
同感染症の影響で収入が減
少し、納付が困難な方は、納
期限までに申請することで徴
収の猶予を受けられる場合が
あります。
詳しくは県ホームページを
ご覧ください。
問合せ 県総合県税事務所山
☎ ・６２０１
本支所
緊急地震速報

情報伝達訓練を行います
Ｊ アラートを使用し、緊急
地震速報の情報伝達訓練を行
います。放送内容は防災情報
メールでも発信します。

東北交通栄誉章・交通栄誉章「緑十
字銅章」伝達式を開催しました！

第５期
国民健康保険税

休日窓口もご 活 用 く だ さ い
月は毎週金曜日の夜間延
長窓口（午後７時まで）のほ
か、次の期日に休日窓口も開
設します。平日に納税できな
い方や納税相談をしたい方は
ご利用ください。
市民サービスセンター（イ
オン能代店３階）では、年末
年始を除く毎日午前 時 分
から午後７時まで、納付書を
持参すれば納付できます。
休日窓口開設日時
月 日㈯、 日㈰
分～午後５時 分

税務課㉔・㉕番窓口

午前８時

場所

※二ツ井町庁舎では休日窓口を
開設しません

☎ ・２１１２

問合せ
収納対策室 ☎ ・２１２８
地域局総務企画課

個人事業税

日時

日暮れが早くなり、事故が起きやすい時期になりました。
早めのライト点灯や歩行者ファーストで事故防止を
心掛けましょう！

12

すので、ご協力よろし
くお願いします。

10

日㈪です

ました。今年は東北交通栄誉章が４人、交通栄誉章
「緑十字銅章」が 11 人の計 15 人が受賞しました。
今後も能代山本地域

11

における交通事故がな
くなるよう交通安全活
動に取り組んでいきま

54

89

防災情報
メールの登録
はこちらから

９月 28 日㈪、能代山本交通センターで東北交通
栄誉章・交通栄誉章「緑十字銅章」伝達式を開催し

30

15

28

納期限は 月

月５日㈭
午前 時ごろ

防災行政無線テレホン
サービスもご活用ください
放送終了後 時間までの内

交通info
能代市交通安全対策協議会

29

89

73

30

52

※大規模な災害が発生、または
発生が予想される場合は訓練
を中止することがあります。

11

30

11

□本庁舎（代表☎52ｰ2111）

□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

11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。

10月９日、献血協力者感謝状贈呈
式が市役所で行われました。
感謝状は献血回数が30回以上に達
した方へ毎年贈呈しており、今年は
11人が対象、そのうち4人が式へ出席
し、齊藤市長から賞状と記念品が手渡
されました。
病気やけがなどで血液を必要として
いる多くの方の命を救うため、皆さん
一人ひとりの献血へのご協力をお願い
します。

11

11

11

11

個人事業税は、県内に事務
所や事業所を設けて個人の方
が営む事業のうち、法律で定
められた事業に対して課され
る税金です。
月２日㈪に納税通知書を
発送予定です。忘れずに納付

広報 のしろ 2.10. 25

7

10

24

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

市政
トピックス

県内全域にクマ出没注意報が発令中です。民家の近くでも目撃されていますので注意しましょう。
クマを発見したら連絡を！ 連絡先 農業振興課☎89-2183 地域局環境産業課☎73-4500

農地を農地以外の用途に利用したい方へ

県立大学木材高度加工研究所

木材基礎講座の
受講者を募集します

加工研究所の教員がわかりや
すく紹介します。
興味のある回だけの参加も

スギ以外の樹種にスポット
を当て、いろいろな視点から
特徴や利用について木材高度

グを踊りと唄で楽しむ～
日時
月 日㈯
午後１時 分～３時 分
場所 旧料亭金勇

可能です。
期日／紹介樹種／講師
● 月 日㈫／カラマツ
教授 高田克彦さん
日㈫／クリ
工藤佳世さん

●オンラインＡターンフェア

場所 秋田県立大学木材高度
加工研究所
定員 各回先着 人

申し込み 事前に電話で
問合せ 同研究所
☎ ・６９００

日時
月１日㈰～８日㈰
午前９時～午後４時

能代菊花展を開催します

丹精込めて作った菊花を展示

能代市を含む県内の企業が出展する就職フェア
がオンラインで開催されます。当日は、出展企業
約80社がZoomを活用し、予約制の個別面談を行
います。空きがあれば、当日でも予約可能です。
日時 11月15日㈰午後１時～５時
【Ａターンとは…】

● 月 日㈫／ブナ
准教授 足立幸司さん
● 月１日㈫／ニセアカシア
教授 山内秀文さん
時間 午後６時～７時

問合せ

下水道が使用できる区域の皆さんへ

人口政策・移住定住推進室☎89-2163
24

※８日は午前９時～正午

場所 サンピノ
問合せ 能代菊花同好会

☎ ・５４０７

8
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下水道への接続とトイレの

農振計画変更の
申し出を受け付けます
能代農業振興地域整備計
画（農振計画）で指定する農
用地を他の用途に利用する場
合、本計画の変更手続きと農
地転用の許可が必要です。
受付期間
月２日㈪～ 日
㈪（閉庁日除く）
※変更手続き完了まで、おおむ
ね６カ月程度の期間を要しま
す。
※申し出を受け付けても関係機
関との協議により、変更でき
ないことがあります。

問合せ

農業振興課
☎ ・２１８２

市民おもしろ塾 月講座

受講者を募集します

※ウェブ会議システムZoomを使用します。

11

これから能代にお住まいになることを検討して
いる県外の方を対象にした予約制の個別相談会で
す。能代に空き家をお持ちの方の空き家バンクに
関する相談もできます。どうぞご利用ください！
期日 11月３日（火・祝）
開始時刻 午前10時、11時、正午
午後１時、２時、３時
● 月
助教

Ａターンフェア
特設サイト

市ホーム
ページ

水洗化のお願い
下水道工事が完了し、供用
開始となったときは３カ月以
内に下水道に接続すること
と、３年以内にトイレを水洗
化することが義務づけられて
います。まだ完了していない
方は早めの接続と水洗化をお
願いします。
な お、 水 洗 化 工 事 の 際 は、
融資あっせん制度もあります
のでご相談ください。
問合せ 上下水道整備課
☎ ・２２０３
労働保険加入手続きはお済みですか

月は労働保険適用促進
強化期間です

●お杉音頭は、能代振興への
心意気～昭和のご当地ソン

●のしろ暮らすオンライン相談会

講師 お杉音頭を伝える会
会長 大谷直子さん など
費用 会員２００円
非会員３００円
問合せ 事務局
☎０８０・４１３１・３６３４

53

労働保険は、事業主や労働
者の意向にかかわらず、農林
水産業の一部を除き、労働者
を１人以上使用する全ての事
業主が加入することとなって
います。まだ加入されていな
い場合は、早急にご相談くだ
さい。
問合せ 能代労働基準監督署
☎ ・６１５１
ハローワーク能代
☎ ・７３１１

県外に住んでいる、秋田県出身者もそうでない
方も、みんな秋田へ来てください！！との願いを
込めた、オールターン（ALL TURN）の“A”と秋
田（AKITA）の“A”をかけた言葉です。
問合せ 秋田県ふるさと定住機構☎018-826-1731

11

各種移住相談会 のご案内
10

17

30

89

11

移住相談や就職活動をオンラインでも！
11

11

52

30

30

12

11

30 21

89

52

54

11

11

採用時期 令和３年３月下旬
～４月上旬予定
問合せ 自衛隊秋田地方協力
本部能代地域事務所
☎ ・０７６８

法定相続情報証明制度を
ご存じですか

各種相続手続きに活用できます

技術講習会を行います

在職者のスキルアップのため

27

日時
月 日㈭、 日㈮
午前９時～午後４時
対象 企業在職者の方
申し込み
月 日㈮までに
電話で

３

20

４

〉〉いずれも
場所 鷹巣技術専門校
定員 先着 人
問合せ 鷹巣技術専門校
☎０１８６・８４・８３５１

※講習に使う材料は受講者が準
備してください。

11

10

空家等対策の推進に関する
特別措置法に基づき

命令を受けた
特定空家について

16

柳町街区公園

月８日㈰開催

柳町の銘店と市の会からお
よそ 店が出店し、季節の生
鮮雑貨の特価販売や屋台販売
を行います。トイ・ドローン
による撮影会もあります。
日時
月７日㈯
午前 時～午後３時
※雨天の場合は

●パワーポイント基礎講習
パワーポイントの基本操作
を習得するための講座です。
日時
月 日㈭、 日㈮
午前８時 分～午後３時
対象 企業在職者で文字入力
ができる方
費用 １３２０円（教材費）
申し込み
月 日㈪までに
電話で
●柱建て四方転び墨付け講習
柱建て四方転びの各部材の
原寸を作成し、部分模型を完
成させる講習です。

12

募集住宅 ３ＤＫ…５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 11月２日㈪～ 10日㈫に県北秋田地域振
興局建設部建築課へ
抽選 11月13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

30 26

11

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。

11

県営芝童森住宅入居者募集

各法務局では、さまざまな
相続手続きに利用できる「法
定相続情報証明制度」を取り
扱っています。
制度を利用することで、手
続きの際に戸籍謄本の束を何
度も出しなおす必要が無くな
ります。手続き方法など詳し
くは法務局ホームページをご
覧いただくかお問い合わせく

い

や

や

ださい。
問合せ 秋田地方法務局登記部門
☎０１８・８６２・１１７４

困ったときは相談を！
能代市消費生活センター ☎89-2939
（土・日・祝日は）消費者ホットライン☎１８８

場所 柳町街区公園
問合せ 能代市柳町商店街振
興組合
☎ ・６７２０

倒壊危険のある次の特定空
家に対して措置を命じまし
た。措置を命じた場合、法律
ではその旨を公示することと
されており、第三者に不測の
損害を与えることを未然に防
止するためお知らせします。
【対象となる特定空家等】
所在地 能代市二ツ井町字三
千苅 番地２

銀行や宅配業者をかたるメールに注意！

自衛官候補生

12

用途 居宅（木造亜鉛メッキ
鋼板葺２階建）
措置内容 保安上危険となっ

「実在する銀行から【重要なお知らせ】と記載された
メールが届いた」
「宅配業者から【不在のため荷物を持
ち帰った】とメールが届いた」など不審メールに関する相
談が全国的に増えています。不審なメールに記載されて
いるURLは絶対にクリックしないでください。

採用試験を行います

11

15

13

18

た住宅の修繕または除却
命ずるに至った事由 このま
ま放置すれば建物の倒壊な
ど著しく保安上危険である
ため
措置の期限
月９日㈪
問合せ 防災危機管理室
☎ ・２１１５

消費一口メモ 139

54

自衛官候補生採用試験（陸
上・海上・航空）を行います
（来春、
高校卒業予定者含む。
）

11

12

52

89

10

【１回目】
応募締め切り
月 日㈮
試験日
月 日㈰

33

70

11

【２回目】
応募締め切り
月４日㈮
試験日
月６日㈰
試験会場 陸上自衛隊秋田駐
屯地
（ 秋田市寺内字将軍野１）
試験内容 筆記試験・作文・
適性検査・面接・身体検査
採用年齢 男女とも 歳以上
歳未満
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9

11

11

13

やなぎまちＰ公園市場を
開催します

１１月は１５日㈰と１９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」

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」

健康的でおいしい食事を作りませんか

３カ月の短期集中で介護予防を

開催します

ゆうあい健康教室を

★肉巻きギョーザ︵中華料理︶

分〜

時

日㈫に開催

サンピノ

午前９時

分

介護予防のための生活相
談︑健康チェック︑運動器の
機 能 向 上︑ 口 腔 機 能 の 向 上︑
認知症予防など総合的な内容
の教室を開催します︒
●本庁地域包括支援センター
︵☎ ・７１５６︶
毎週火曜日
日時
場所

※初回は 月

●北地域包括支援センター
︵☎ ・７７３０︶
日時 毎週木曜日
午前 時〜正午
特養しののめ
場所

※初回は 月

日㈭に開催

●南地域包括支援センター
︵☎ ・６７００︶
日時

分

対象

費用

症の方を支えたい方など誰で
も参加して集える場です︒ボ
ランティアでの参加もお待ち

認知症の方やその
ご 家 族︑ 認 知 症 の 予
防 を し た い 方︑ 認 知

開催します

認知症カフェ﹁ほっとカフェ﹂を

悩みや不安を語り合いませんか

☎ 090‑8785‑8823

しています︒
日時
月 日㈬
午前 時〜正午
サンピノ

認知症の方を介護している方へ

認知症家族介護の交流会を
開催します

﹁認知症への不安や介護の
悩みを誰かに相談したい︑話
を 聞 い て も ら い た い ﹂﹁ こ の

症状ってもしかして認知症か
もしれない﹂などの思いがあ
る方のために︑不安や悩みを

語り合える家族交流会を開催
します︒
日時
月 日㈫
午後１時〜３時

10
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男性料理教室 を 開 催 し ま す
12

・ 月８日㈫／ヘルシーか
ばやきと具だくさん豚汁
・ 月 日㈮／お正月料理
にも★ぶりの照り焼き
時間 午前 時〜午後１時
場所 働く婦人の家
定員 市内在住の男性 人
費用 １回５００円程度
申し込み 実施日１週間前ま
で に 電 話 か フ ァ ク ス︵ ・
２９３０︶で
問合せ 健康づくり課
58

☎ ・２８３８

10

心の健康づくりに関心のある方へ

期日／内容
・ 月 日㈭／フライパン
で簡単！さけのホイル包み
・ 月 日㈭／手軽に野菜
摂取！鶏肉の野菜蒸し
・ 月４日㈮／ 変わりダネ
19

18

メンタルヘルスに関する
専門職研修を開催します
介護保険事業従事者や医療
従事者の方を対象に心の健康
づくりや自殺予防について考
え︑適切な支援ができるよう
講義・演習を行います︒
日時／内容／講師
・ 月 日㈬
午後１時 分〜３時 分
／うつ病への理解とその対
応について
／能代厚生医療センター
精神科認定看護師
内藤建介さん
・ 月 日㈬
午後１時 分〜３時 分
／ゲートキーパーとしての

毎週木曜日
午前 時〜 時
浅内自治会館

※初回は 月 日㈭に開催

場所

場所

場所

89

30

﹀﹀いずれも
対象 基本チェックリストで
該当になった 歳以上の方

10

場所 やさしい風﹁健康館﹂
問合せ 長寿いきがい課
☎ ・５３５５

11

日時

費用 ２００円
問合せ 長寿いきがい課
☎ ・５３５５

トップアスリート塾
11/7 〜 3月末 19：00 〜 21：00
二ツ井町総合体育館
中学生以上
会員無料
非会員中高生1回200円、一般1回500円

毎週
土曜

ジュニア陸上教室
11/10 〜 3月末 19：30 〜 21：00
二ツ井町総合体育館
小中学生
会員2,800円 非会員1回200円

毎週
火曜

ボクシングフィットネス
11/5 〜 3月中旬 20：00 〜 21：00
二ツ井町総合体育館
成人
会員１回100円 非会員１回500円

89

11

30

毎週
木曜

10 11

74

74

11
65

11

12

11

10

74

30

８

３

スポカルきみまち便り

11

12

10

26

30

30

役割︑支援者自身のケアに
ついて考える

58

12

11

30

30

25

30

10

11

11

11

／ 秋田大学大学院医学系研究科
准教授 佐々木久長さん
場所 中央公民館
定員
人程度
申し込み 電話で
問合せ 健康づくり課
☎ ・２８３８

58

毎週金曜日（TEL52‐3127）
第３水曜日（TEL58‐2838）
健康管理センター
ＪＣＨＯ秋田病院
保健センター
問合せ

12

12

みんな の
健康・福祉

乳がん検診を午後に受診できます（申し込みは希望日の１週間前まで）。

能代市の自殺予防
啓発キャラクター「こころん」

みんなの健康・福祉

13：00〜13：45 秋木製鋼
14：30〜16：00 JCHO 秋田病院

安心して出産を迎えましょう

10：00〜11：00 木材高度加工研究所
30日㈪

お気軽においでください

89

ザ・ビッグ能代長崎店

妊婦さんの栄養相談・
健康相談に応じます

13：00〜16：00

ピアカウンセリングを
行います

10：00〜11：30

☎ ・２９４８

８日㈰

二ツ井町庁舎
13：00〜14：00
15：00〜16：00 特別養護老人ホームよねしろ

めんｃｈｏｃｏてらす

10：00〜11：40
４日㈬

﹁ちょこっと﹂したことで
もお気軽にご利用ください︒
日時
月 日㈪
午後１時 分〜
場所 市役所相談室９
申し込み 前日まで電話で

所

11
14

30

※都合がつかない方はご相談く
ださい︒

場

障がいのある方がピアカウ
ンセラーとなり︑自身の経験
に基づいた話や思いをお互い
に伝え合う場です︒
日時
月 日㈯
午後１時 分〜３時
とらいあんぐる

付

問合せ

問合せ 能代保健所 ☎52‑4333
健康づくり課☎58‑2838

場所

※ 月は﹁視覚障害﹂﹁聴覚障害﹂
のピアカウンセラーが対応し
ます︒

89

※手話通訳者が同席します︒

問合せ
とらいあんぐる
☎ ・６３３３

障がい者の生涯学習支援モデル事業

感染予防グッズを
作ります

11

障がいをお持ちの方やその
ご家族を対象とした講座で
す︒マスクやせっけんを作り
ます︒

月 日㈯
午前 時〜 時
働く婦人の家
10 21

11 月の献血日程
受

日時

場所

中央公民館
☎ ・８１４１

定員 先着 人
申し込み
月２日㈪午前９
時から電話で

問合せ
54

11 20

11

11

11
30

30

11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

主な内容

場

所

２日㈪ おさがり交換会
０歳児ひろば･ ６カ月未満児
高齢者友愛
４日㈬
身体測定・親子ふれあい遊び
センター
０歳児ひろば・６カ月以上児
６日㈮
身体測定・親子ふれあい遊び
子育て支援講座（初めての離乳食作り②）
働く
10日㈫
（４〜７月生まれ対象）※定員12人 申 婦人の家
１歳以上児ひろば
能代市
12日㈭
身体測定･親子ふれあい遊び
総合体育館
子育て支援講座（骨盤矯正ヨガ）
13日㈮
※定員12人
高齢者友愛
センター
サンデーすくすくひろば ※定員15組
15日㈰
申
（パパの子育て支援講座）
能代市
子育て支援講座 ※定員30組
18日㈬
申 総合体育館
（親子で楽しむリトミック）
道の駅
24日㈫ おでかけひろば（道の駅で遊ぼう）
ふたつい
誕生会
能代市
25日㈬
（親子体操・パネルシアターなど）
総合体育館
おしゃべりサロン（子育てトーク） 子育て支援
27日㈮
申
※定員８人
センター
●子育て支援センターを開放し、お子様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〜11時30分
※午前11時30分〜午後０時30分
午後０時30分〜２時30分
午後２時30分〜３時30分は
消毒のため利用不可
午後３時30分〜４時30分
※24日㈫は午前が休み。
定員 ５組15人
午後は平常通り開放します。
場所 イオン能代店３階
（月・祝）
お休み ４日㈬、11日㈬、15日㈰、21日㈯、22日㈰、23日
●ぐるぐるぺったん（いっしょにつくろう！）
「アンパンマンのツリー作り！」

11
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■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

場

４日㈬ みんなあつまれ！（おさがり交換会）
10日㈫

０歳児ひろば
（身体測定・親子ふれあい遊び）

11日㈬

すくすくひろば
（保健師さんによるミニ学習会）

所

二ツ井
公民館
さんぽえむ

申

一緒に遊ぼうね！
17日㈫
（手遊び・体操など）
子育て支援講座（ソープカービング
18日㈬
申
に挑戦！）※定員８人
19日㈭

えほん楽しいね！
（はらぺこあおむしさんの絵本デー）

24日㈫

一緒に遊ぼうね！
（道の駅で遊ぼう！）

二ツ井
公民館
二ツ井
図書館
道の駅
ふたつい

25日㈬ 誕生会（身体測定・お楽しみ劇場）

二ツ井
公民館

毎 週 上記以外の期日に二ツ井公民館でひろばを開催して
火・水 います。詳しくは市ホームページをご覧ください。
●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。
注： 申 は事前に電話
育児に関する電話相談受付中！☎73-3111
月・木・金・土曜日
火・水曜日

午前８時30分〜午後５時
午後１時30分〜５時

■あそびの広場 ぱれっと

などでお申し込み
ください。

☎090-5832-0303（菊池）

●風船であそぼ〜いろいろな風船と一緒に風とあそぼう〜
日 時 11月４日㈬午前10時〜 11時
場 所 能代山本広域交流センター
対 象 乳幼児と保護者
申し込み 事前に電話かメール（asobi.paretto@gmail.com）で
※状況により内容が変更または中止になる場合があります。

各種講座に参加する際や施設を利用する際はマスクの着用にご協力をお願いします。

毛筆宛名書き講習会

働く婦人の家主催講座

能代市シルバー人材センター
☎54 4688

中央公民館☎54 8141

毛筆宛名書きの基礎を学びます。
日時 11月９日㈪、30日㈪
午後１時30分〜４時
対象 市内に居住する60歳以上で、
シルバー人材センターに入会希望
の方
定員 各先着10人
申 し 込 み 11月 ６ 日 ㈮ ま で に 電 話
か、シルバー人材センターに備え
る申込書で

●プロから学ぶ
クリスマス料理講座

全ての手順を一人で体験できる料
理講座。
「鶏肉の赤ワイン煮込み」
「キ
ノコとベーコンのクリームソースパ
スタ」の２品を作成します。今年の
クリスマスは自宅でプロの本格料理
を堪能しませんか。
日時 12月２日㈬午前10時〜正午
場所 働く婦人の家
講師 Tre Sorelle・自宅出張シェフ
塩原俊介さん
対象 成人女性（能代市内在住また
は能代市勤務の方優先）
定員 先着12人 費用 2,500円
申し込み 11月４日㈬午前９時から
電話で
※託児あり（応相談）

図書館
能代図書館 ☎54 1114
●クリスマスおはなし会
◆ホワイトブックス
日時 11月28日㈯午後２時〜

●図書館映画上映会

（能代おもしろ映画まつり連携上映）
日時／内容 11月15日㈰
午前11時〜「モンスター・ホテル」
（CGアニメ/91分）
午後２時〜「アオゾラカット」
（ドラマ/58分）
＞＞いずれも
定員 各先着16人
申し込み 電話かカウンターで直接

●おやこわいわいルーム

日時 11月29日㈰午前９時〜

●11月のテーマ展示

一般「あわせて読んで！ くらべる展示」
児童「ちょっと寒いけど…夜空を見上げて★」

あきた県庁出前講座

生涯学習・スポーツ振興課
☎73 5052

「近代美術館所蔵作品に見るあき
たの美術と大原絵画の鑑賞のポイン
ト」を学びます。
日時 11月８日㈰午後２時〜
場所 中央公民館
講師 秋田県立近代美術館
学芸班 木村雅洋さん
申し込み 11月５日㈭までに電話か
ファクス（73‑6459）で
〜お知らせ〜
11月 ７ 日 ㈯ 〜 11日 ㈬ に 能 代 市
文化会館で行われる大原省三生誕
100周年記念絵画展に、手話通訳者
を配置します。
◆手話通訳対応日時
11月７日㈯、８日㈰・11日㈬
午後２時〜３時

11 月の行事案内

二ツ井図書館 ☎88 8853
●ぬいぐるみのおとまり会

日時 11月７日㈯午後２時〜
対象 幼児〜小学生
定員 先着10人（ぬいぐるみは１人
１体）
申し込み 電話かカウンターで直接

●絵本ポスター展

「ミッフィー」などの絵本のポス
ターを展示します。
期間 11月18日㈬〜１月11日㈪

●おはなし会

◆えほん楽しいね！
日時 11月19日㈭午前11時〜

てのひらのあいさつ

文：ジェイソン・プラット
絵：クリス・シーバン
訳：なかがわ ちひろ
出版社：あすなろ書房

図書館
の
新着図
書

眠たい時には背中を「とんとん
とん」。失敗した時には優しく肩
を「ぽんぽんぽん」。手のひらが
伝える優しさ
や安心感。父親
ならではのシ
ンプルで、深い
愛が伝わって
くる一冊です。

●11月のテーマ展示

一般「じっくり作る？パッと作る？
毎日の食事」
児童「冬じたく」

＜11月の休館日＞
能代図書館・・・・・毎週月曜日、27日㈮
二ツ井図書館・・・毎週火曜日、30日㈪
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子ども館だより

●かがくあそび「砂糖の不思議」

日時 ①11月８日㈰午前10時〜 11時30分
②11月８日㈰午後２時〜３時30分
対象 ①年長〜小学３年生まで（保護
者同伴で）
、②小学４年生〜中学生
まで
定員 ①６家族、②10人
（いずれも、市内在住の方優先）
申し込み 10月27日㈫〜 11月６日㈮
正午までに電話で

●ロボット・プログラミング講座
「LEGO We Do 2.0 を使って
自動扇風機と科学探査機マイロ
を動かそう」

日時 ①11月14日㈯
午前９時30分〜 11時30分
②11月14日㈯
午後１時30分〜３時30分
③11月15日㈰
午前９時30分〜 11時30分
④11月15日㈰
午後１時30分〜３時30分
⑤11月21日㈯
午前９時30分〜 11時30分
⑥11月21日㈯
午後１時30分〜３時30分
⑦11月22日㈰
午前９時30分〜 11時30分
⑧11月22日㈰
午後１時30分〜３時30分
対象 小・中学生（小学３年生まで
は保護者同伴で）
定員 各回５人（市内在住の方優先）
申し込み ①②10月27日㈫〜 11月12
日㈭正午まで、③④10月27日㈫〜
11月13日㈮正午まで、⑤⑥10月27
日㈫〜 11月19日㈭正午まで、⑦⑧
10月27日㈫〜 11月20日㈮正午まで
にそれぞれ電話で

13

広報 のしろ 2.10. 25

作品展のお知らせ

子ども館☎ 52 1277

能代エナジアムパーク☎52 2955

●プラネタリウム臨時投映
◆「星時間」〜秋の星座と神話〜
日時 11月７日㈯
午後２時〜（約30分）

◆「かぐやとＫＡＧＵＹＡ」
〜月が地球にくれた贈り物〜
日時 11月28日㈯
午後２時〜（約30分）
＞＞いずれも
観覧料 高校生以上１回340円
定員 当日先着50人

食器皿を押花でデザインした作品
や、うつし染めと押花を組み合わせ
た作品など、愛好会会員がハンドメ
イドした作品を約100点展示します。
日時 11月４日㈬〜 15日㈰
午前９時30分〜午後４時30分
※９日は休館日
※15日は午後１時まで

●第43回能代絵画同好会作品展

●プラネタリウム投影スケジュール
①げんき げんき ノンタン
きらきら シャンシャン おほしさま☆
（幼児向け）
②ムーミン谷のオーロラ
（ファミリー向け）
③「HAYABUSA2 〜 REBORN」
（一般向け）
※いずれも約30分の番組です。
9：30

●能代・山本地区押花愛好会
押花展

11：00 13：00 14：30 15：00 16：00

火〜土

①

②

②

−

③

−

日・祝

①

②

①

②

−

③

会員が描いた絵画作品を約20点展
示します。
日時 11月８日㈰〜 15日㈰
午前９時30分〜午後４時30分
※９日は休館日
※15日は午後３時まで

きみ恋講座

恋文すぽっと きみまち☎88 8407

●時報堂による天然石の
ネックレス作り
日時 11月14日㈯
午後１時30分
〜３時30分
定員 先着５人
費用 1,600円

●ボタニカルキャンドルと
スワッグづくり

マナブゥ指定講座
あきたサイエンスクラブ推奨講座
＜11月の休館日＞
２日㈪、４日㈬、９日㈪、16日㈪、
24日㈫、27日㈮、30日㈪

日時 11月28日㈯
午後１時30分
〜４時
定員 先着５人
費用 2,000円

※スワッグはドライフラワーを使った
壁飾りです。

＞＞いずれも
申し込み 電話で

●毎月

福祉・健康カレンダー

日・
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Calendar 11 月 2020 November

【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。
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。

1日
2月
3 火
4水
5木
6金
7土
8日

休 日 診 療
当番医 小児科
休日当番医 診

関医院 ☎73-2811
平野医院 ☎54-3181
療

工藤泌尿器科医院 ☎54-9055

３歳児健診／保健センター
３歳児健診／保健センター
３歳児健診／保健センター

楊整形外科医院 ☎89-7771
石川こどもクリニック ☎52-8558
母子健康手帳交付・妊婦保健指導
月
13：30 ～／地域局市民福祉課（☎73-5500）

9
10 火
11 水
12 木
13 金
14

19 木
20 金
21 土

再生紙を使用しています。

23

１歳６カ月児健診／保健センター
１歳６カ月児健診／保健センター

おひさまサロン あったかい“わ”
日時 11月１日㈰ 13：00 ～ 13：50
場所 市民プラザ
サロン アロハ サロン アロハ
日時 11月２日㈪ 13：00 ～ 15：00
場所 中央公民館
サロンWAKABA わかばの会（若者・子育て世代の応援団）
日時 11月 ３日（火・祝） 11：00～15：00 場所 野ぼたん（上町）
日時 11月21日㈯ 13：00～15：00 場所 やさしい風「健康館」
お茶っこサロン 絆の会
日時 11月５日㈭ 13：00 ～ 15：00
場所 長崎集会所
サロン「リラタイム」 “和絆”
日時 11月５日㈭、15日㈰、25日㈬ 14：00 ～ 16：00
場所 浄徳寺
話っこサロン つながる♡輪
日時 11月９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 11月10日㈫ 9：00 ～ 12：00 場所 二ツ井公民館
日時 11月17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 11月12日㈭ 13：00 ～ 15：00
場所 サンピノ
ごっこサロン ゴッコの会
日時 11月20日㈮ 13：30 ～ 15：30
場所 市民プラザ

10カ月児健診／保健センター

コーヒーサロン ひとやすみ ひとやすみ
日時 11月21日㈯ 13：00 ～ 15：00
場所 サンピノ

５歳児親子相談【平成27年11月生まれ】
13：30 ～／保健センター
問合せ 学校教育課☎73-5281

サロン さんぽ道 らく・楽
日時 11月26日㈭ 13：30 ～ 15：30
場所 やさしい風「健康館」

10カ月児健診／保健センター

♥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
※11月20日㈮ 16：00までに電話で要予約
日
あきた結婚支援センター（北センター）70800-800-0413
休 日 診 療 能代南内科内視鏡クリニック ☎54-9011
当番医 小児科 石川こどもクリニック ☎52-8558
月 休日当番医 診 療 わたなべ整形外科 ☎52-8881

24 火

10カ月児健診／保健センター
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）
７カ月児育児相談／保健センター
４カ月児健診／保健センター

思い思いにおしゃべりを楽しむ参加者たち

サ

加賀医院 ☎54-8080
藤原こども医院 ☎52-7241
４カ月児健診／保健センター
月 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）
休 日 診 療
当番医 小児科

※乳幼児健診はコロナウイルス感染対策のため人数を制限して実施し
ています。対象者には日程を指定して、個別に通知をお送りしてい
ますのでご確認ください。
※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

ロンは、名前のとおりおしゃ
べ り が メ イ ン。 精 神 保 健 福
祉をうたい、障がいの有無を問わ
ず参加を受け付けています。 月
から会場がサンピノになりました。
エレベーターもあり「以前よりも
来 や す い 」 と 喜 ぶ 方 は 多 い で す。
季節の花や折り紙を飾った明るい
雰囲気の会場へ、お気軽にどうぞ。

環境にやさしい植物油インキを使用しています。

25 水
26 木
27 金
28 土
29 日
30

１歳６カ月児健診／保健センター

♥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
※11月12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
休 日 診 療 能代循環器・呼吸器内科 ☎52-7890
日
当番医 小児科 ねもとクリニック ☎52-8777

15
16 月
17 火
18 水

22

休 日 診 療
当番医 小児科

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！

日発行 ●編集と発行 能代市地域情報課 〒０１６ ー８５０１ 秋田県能代市上町１ ー３ ＴＥＬ０１８５ ー８９ ー２１４７ ●印刷 株式会社ウェーブ
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11月のサロン日程はこちら！

精神保健福祉“萌の会”
会員：10人
◆毎月第２木曜日にサン
ピノで「かだって、か
だるべ『交流サロン』」
を実施。
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