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牧師だった夫のサポートに尽力
これからは趣味の時間を楽しみたい

井上 清美
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けれど︑今年はとても多いの
で驚いています︒
これまで牧師として全国各
地の教会で働いてきました︒
各地で周囲の方に十分にサポ
ートしてもらったので︑これ
からは２人だけで生活してい
こうと誰も知り合いのいない
この地を選びました︒家から
川や海が近く︑白神山地が見
えるところ
がとても気
に入ってい
ます︒特に
今の季節は
山々が雪を
抱いた﹁氷
の山﹂のよ
うで︑夕日
にきらきら
と輝く光景
がとてもき
れいです︒
自宅の台所から見える景色をデッサンする清美さん。
「白神山地などを描いていきたい」と話します

I ターン 編
No.102

●夫の引退を機に移住
昨年３月︑宮城県白石市か
ら移住しました︒約 年︑牧
師として働いてきた夫の引退
を機に︑夫の体調面も考慮し
て︑新天地でゆっくりと静養
しようと移住を決断︒夫が日
本海側を希望し︑大きな病院
もあるので能代市に決めまし
た︒雪が少ないと聞いていた
50

第 69 回
協力隊最後の活動として、卒業イベントをオンラインで 3 月 22 日 ㈪
夜に開催予定です。詳しくは地域おこし協力隊のＳＮＳで準備ができ
次第お知らせしますので、ぜひご覧いただければ幸いです。

●市特産の食材がお気に入り
移住して一番感動したのが
食材のおいしさ︒肉も魚も野
菜も何でもおいしい︒特に市
の特産の山ウドが大好き︒宮
城県でもおいしい山ウドが食
べれていたけれど︑より香り
がしっかりしていて柔らかい︒
太くて手ごろな価格なので見
つけたら買ってしまいます︒
山菜も大好き︒夫が下処理か
ら調理もしてくれます︒春に
なったら山菜取りにも出掛け
たいですね︒
●それぞれの趣味の時間を
これまで教会の運営のほか︑
看護師やケアマネジャーの資
格を生かした仕事で忙しい毎
日でした︒これからは︑小さ
い時から好きだった絵をいろ
いろ描きたいなと思っていま
す︒夫は︑これまで読めなか
った本を読むのが楽しみと話
しています︒２人それぞれ趣
味の時間を過ごしていきたい
です︒
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地域おこし協力隊通信

２
･ １４８

皆さんこんにちは︒宇宙のまちづくり担当・八巻です︒
早いもので３月末をもって私は地域おこし協力隊の任期
を満了し︑卒業の日を迎えます︒
ワクワクドキドキしながら着任した３年前の春︒自分
にできることは何だろうと考えながら︑市内のさまざま
な場所に足を運んでみたり︑大好きな食べ歩きをしたり︑
星や宇宙をテーマにイベントを開催したりする中でたく
さんの方々と出会い︑能代での毎日はとにかく楽しく充
実していました︒
でも初めての日本海の冬の寒さとお天気に心折れそう
になった日や︑協力隊として本当にこれで良いのか︑も
っと自分にできることがあるのではないかと悩んだ日も
ありました︒
最初の１年は同期の隊員がおらず一人での活動となり︑
広報のこのコーナーも毎月原稿を書いていました︒そし
て活動２年目に花下隊員︑千勝隊員︑佐藤正彦隊員が着
任し︑今年度は斉藤隊員︑女子隊員の佐藤香蓮隊員が着
任して︑気が付けば能代の協力隊はとてもにぎやかにな
りました︒後半の１年半は仲間と相談をすることができ
てとても心強かったです︒
能代に来た当初は︑まさか駅前にプラネタリウムヨガ
スタジオをオープンさせ︑会社を立ち上げるとは夢にも
思っていませんでした︒協力隊活動の中で︑自分のやり
たいことを見つけ︑実現させることができたのは︑皆さ
んからの温かいご支援があったからです︒
本当にありがとうございます︒
協力隊卒業後も能代駅前のプラネタリウ
ムヨガスタジオ﹁ほしのしろ﹂を拠点に︑
地域の皆さんが笑顔になれる場所を提供し︑
さらに全国へ向けて﹁星﹂を活用して地域
活性化のお手伝いをする事業を展開してい
き ま す︒こ れ か ら も ど う ぞ よ ろ し く お 願 い
いたします︒３年間本当にお世話になり︑
ありがとうございました︒
市民活力推進 課 ☎

協力隊の活動状況は Ｆａｃｅｂｏｏｋで公開中！

問合せ
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こ のコーナーでは 、まち の 元 気 さん を 紹 介します 。

３月 20日は
2021. 3.10 第 343号

「昭和31年 大火の日」です
３月20日は、「昭和31年大火の日」です。「昭和24年大
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❷ 煙の中はできるだけ低い姿勢で避難する
❸ タオルやハンカチで口、鼻をおおって避難する

18 みんなの健康・福祉

❹ 燃えている部屋のドアは閉めて避難する（延焼を防ぎます）

20 学びの情報箱

❺ いったん避難したら、絶対に中には戻らない

22 まちなか瓦版（講座案内）

問合せ 能代消防署 ☎ 52‐3312

23 あなたにタッチ ⁄ わたしの推し本 ほか
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広 報 ク イズ

こどものしろ
Ｑ1

紙

表

の

月

今

現在、市内で消防団協力事業所等として認定されているの
は何カ所？
Ａ．11 カ所
Ｂ．12 カ所
Ｃ．13 カ所

卒業式
Ｑ2

同族である檜山安東氏と湊安東氏を統合し、安東氏の全盛
期を築いたのは誰？
Ａ．安東愛季
Ｂ．安東政季
Ｃ．安東舜季

■ すべて正解した人の中から抽選で３人に、木工品をプレゼントします。

卒業シーズンを迎え、各校で卒業式
が行われました。能代西高校で３月２
日、能代工業高校で３日に卒業式があ
り、同校名では最後の卒業生が送り出
されました。２校は統合し、４月から
能代科学技術高校として新たなスター
トを切ります。卒業生・在校生の皆さ
んのさらなる活躍を期待しています。
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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 ３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。

あ な た の 学 び を サ ポ ー ト し ま す

生涯学習 TOPICS
さまざまな学びに関する情報を
定期的にみなさんへお知らせしています

国や県などの行政機関などでもさまざまな出
前講座を行っています。主なものを紹介します。

救命講習

▲ 人気の講座の
「調査でわかった能代
「のむかし」の様子
▼

☝能代山本広域市町村圏組合消防本部

能代市出前講座を利用しませんか

市で行っている事業や各種

制度などについて︑それぞれ

の担当職員が講師となり︑ご

希望の場所へ出向き事業内容

などの説明を行います︒

対象 おおむね５人以上が参

加する市民の学習会など

内容 小・中学生から大人向

けまで︑幅広い講座メニュ

ーをそろえています︒なお︑

営利を目的とした事業など

は対象となりません︒

申込み 希望する出前講座メ

ニューの担当課に日時や会

場などを相談の上︑実施希

望日の２週間前までに︑公

民館に備える申請書︵市ホ

ームページからもダウンロ

ード可︶を各担当課へ提出

希望する内容 が メ ニ ュ ー に な
※
い場合でも調 整 し ︑ 可 能 で あ
れば出前しま す ︒ 生 涯 学 習 ・
スポーツ振興 課 ま で お 問 い 合
わせください ︒

費用 原則無料

ただし︑必要な教材費などは︑
※
申込者の負担 と な る 場 合 が あ
ります︒

出前講座ピックアップ

AEDの正しい使い方と、胸骨圧迫（心臓マッ
サージ）を行う心肺蘇生法を学びます。
問合せ

能代山本広域市町村圏組合消防本部
☎ 52 3311

☝あきた県庁出前講座
県で行っている出前講座です。県職員が講師

今年度の人気講座 ベスト

昨年４月から12月までの間、要望が多かった講
座は次のとおりです。

となり、事業や制度などを説明します。
問合せ

県教育庁生涯学習課
☎ 018 860 5183

1位

国あきたネット 県庁出前講座」を

☝秋田県生活センター消費生活出前講座
悪徳商法や消費者トラブルに巻き込まれない
よう、消費生活に関する知識や技術を学ぶ講座
です。
問合せ

秋田県生活センター

調査でわかった能代のむかし
（５件・150人）
遺跡の発掘調査から分かってきた地域
の歴史について説明する講座です。

※もしくはインターネットで「美の
検索
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2位
3位

認知症サポーター養成講座
（４件・103人）

災害に備える
（３件・80人）
特殊詐欺・悪質商法とその対応策
手話講座

（３件・43人）
（３件・181人）

☎ 018 836 7806
広報 のしろ 3. 3.10
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特

市民の皆さんがいつでも、どこでも、だれでも学

座

講

ぶ

学

を

代

能

生涯学習 TOPICS

親子でのしろの宝さがし

べる「生涯学習関連事業」の中から、能代を学ぶ講
座や事業の一部を紹介します。

対

象

小学生とその保護者

※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の中止

内

容

ふるさと能代に愛着をもってもらえる

や内容を変更する場合があります。

よう、能代の自然風景や歴史を
「宝」
と
して探し出す体験活動です。普段はな

おでかけひろば

かなか行けない場所にも行けるため、
能代の新たな魅力を発見できるかも?!

対

象

乳幼児とその保護者

参加者には「マナブゥ・カード」をプ

内

容

お子さんと一緒に公園や地域センターなど、

レゼントします。

市内のいろいろな場所にお出掛けします。

問合せ

施設見学をしたり、自然に触れて遊んだり、

生涯学習・スポーツ振興課
☎ 73 5285

地域の方と交流をしたり。親子で楽しく地
元を学べる活動も盛りだくさん！
問合せ

木もく講座

能代地域子育て支援センター
サンピノ ☎ 52 8115

対

象

制限なし

二ツ井地域子育て支援センター

内

容

市内の林業木材関連事業所・施設の見
学や、木工体験などを通じて、木都能

さんぽえむ ☎ 73 3111

代への理解を深める講座です。

風の松原チャレンジ !
対

象

問合せ

小・中学生

地元探訪まちあるき

（小学３年生以下は保護者同伴）
内

木の学校 ☎ 52 5249

容 能代の自然を学ぶには子ども館がおすすめ!

対

象

成人の方

風の松原の動植物や歴史など自然環境を間

内

容

地域の風土・歴史・生活文化などを目

問合せ

近で観察してみませんか？四季によって変

で見て、歩いて、まだ知らない自分の

化する風景や、ガイドさんだからこそ知っ

住む町を知る旅に出ます。地元通にな

ている知識を含めた解説も見どころです。

れること間違い無し!!

子ども館 ☎ 52 1277

あなたの「好き」
「得意」を
生かしてみませんか？

問合せ

中央公民館 ☎ 54 8141

生涯学習ボランティア 募集中
生涯学習ボランティアは、皆さんがこれまでに学んで
きたことや技能を生かして、地域の人たちの生涯学習を
支援する活動です。講師だけではなく、イベントや地域

能代市出前講座キャラクター
「でまえもん」

活動の手伝いができる方なども登録できます。また、希
望するボランティアを登録者へ依頼すること
もできます。登録や利用方法など、詳しくは
市ホームページをご覧ください。

問合せ
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生涯学習推進本部（生涯学習・スポーツ振興課）☎ 73‐5285

じく︑それぞれの市町村に置

消防団は︑消防署などと同

消防団とは？

め︑共済・互助

利厚生充実のた

さらに︑市では︑団員の福

の退職報償金も受けられます︒

団員を務めると︑慰労のため

また︑公務災害補償や長く

手当を支給します︒

酬や︑災害時の出動などへの

特別職の地方公務員で︑年報

消防団員の身分は︑非常勤

団員の身分や待遇は？

ません︒このようなとき︑地

応することができるとは限り

だけですべてのことに十分対

災害時などには︑消防署員

率は約８割を切っています︒

に対し︑実員６７３人︑充足

月１日現在で︑定数８５０人

数は減少の一途をたどり︑２

防団ですが︑ここ数年︑団員

さまざまな活動をしている消

地域の安全・安心のため︑

Ｒ や成人式での募集チラシの

推進員の委嘱︑広報紙でのＰ

誘活動をしてもらう団員確保

消防団員の導入や︑団員の勧

た活動にのみ従事する機能別

大規模な災害などの限定され

具体的には︑昼間の火災や

います︒

さまざまな取り組みを行って

団の最重要課題と位置付け︑

動しやすい環境づくりを消防

このため︑団員の確保と活

団員確保のための
市の取り組み

避難誘導

消防職員は仕事として消防

防業務にあたっています︒

地域における消防防災のリーダーとして、

平常時、災害時を問わず、その地域に密着し

たさまざまな活動を行っています。

団員の７割が被雇用者

近年は団員の仕事の形態が

変わってきており︑団員の７

割を超える方が被雇用者とな

っています︒被雇用者は一般

的に自営業の方よりは︑時間

に都合をつけづらいため︑参

加できる活動が限られること

があります︒加えて︑勤務先

が自宅から離れていることも

あり︑昼間の災害発生時にお

ける地域での活動が思うよう

にできないことも心配されて
います︒

力している事業所などを認定

し表示証を交付しているほか︑

この事業所などへの優遇措置

として市独自の報償金制度も

設けています︒
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消防団の現状と市の取り組み

業務をしていますが︑消防団

制度の掛け金を

域の事情に詳しい消防団が活

どんな活動をしているの…？

団員数は減少傾向に

員は自分の仕事をほかに持ち

公費で負担して

躍しますが︑このまま減少が

配布︑自治会や事業所などへ

警戒巡視

かれている消防機関です︒

ながら︑職員と同じように消

います︒

続くと︑その活動の低下が心

の協力要請などです︒

災害に備えた
訓練や住民への
防火啓発
大規模災害時の
救助や救出

また︑消防団に積極的に協

配されます︒

火災発生時の
消火活動

【 例えば… 】

皆さんの力を
お貸しください
地域の安全・安心を守る

消防団員を募集しています

地域の安全・安心を守るために設置されているのが消防団です。消防団は
どういう組織で、どういった活動を行っているのか、団員の身分などにつ
いてお知らせします。

問合せ 防災危機管理室（能代消防署内）☎ 52‐3311 地域局総務企画課 ☎73‐2112

地域の安全・安心の確保に携わってみませんか?

消火・応急手当体験を通じ消防団の活動を学ぼう

消防団員を募集中です

少年消防団員を募集中です

18歳以上で健康な能代市民なら、どなたでも団員に

少年消防団は、消火体験や応急手当体験などの活
動を通じて、火災の現象や予防する方法などを学び、

なることができます。

地域の方や家族、友人などに火災予防の大切さを広

女性団員や、大災害などの特定の災害にのみ限定し
て活動に従事する機能別消防団員も募集しています。

めることを目的に活動をしています。

詳しくは、お問い合わせください。

男女問わず

活躍しています

団員を希望する児童や生徒のお父さんやお母さん
などはお気軽にご相談ください。

全国的に消防団員は減少して

なお、活動日などは事前にお知らせします。

いますが、女性団員は年々増加

活動例

しらかみ看護学院から多数の女子生徒が学生団員と

●小型の動力ポンプを使用した放水訓練

して入団しています。

●ＡＥＤを使用した救急救命講習

消防団には消火活動や後方支援などのほか、住宅

●出初式分列行進体験

用火災警報器の普及促進や高齢者宅の防火訪問、地

●消防署見学や予防学習など

域住民への防災教育や応急手当の普及
指導など、さまざまな活動があります。
男女を問わず、地域の安全・安心の

活動場所

能代消防署

申し込み

総務課防災危機管理室（市役所内）や二

ツ井地域局総務企画課、能代消防署に備える申込

ため、皆さんのお力をお貸しください。

消防団協力事業所等の申請をお願いします

団員の入団促進や消防団活動への配慮など︑消防団に

積極的に協力している事業所などを協力事業所として認

市内に住所があ

定し︑表示証を交付しています︒

対象事業所等

３人以上団員がいる事業所
などに報奨金を支給します

広報 のしろ 3. 3.10

る法人または個人事業主

7

すべてに該当すること

秋田しらかみ看護学院 学生が相当数入団

10

要件

消防団活動への配慮

いずれかに該当すること

能代電設工業

要件

消防団活動への配慮

●従業員または学生が︑団員と

秀栄建設

として認定を受けている

従業員などが相当数入団

●能代市消防団協力事業所等

大翔運輸

して３人以上入団している

消防団活動への配慮

●消防団員を３人以上雇用

斎藤建設

●従業員または学生の消防団活

消防団活動への配慮

︵雇用保険の一般被保険者︶

鈴木土建

動について配慮している

消防団活動への配慮
災害時の協力

●災害時に事業所の資機材を消

伊藤組

など

消防団活動への配慮

しているまたは所属の学生

塚本商会

が３人以上いる

従業員などが相当数入団

防団に提供するなどの協力を

大森建設

している

従業員などが相当数入団

●従業員または学生による機能

能代運輸

団員１人につき１万円

従業員などが相当数入団
消防団活動への配慮

その他︑要件がありますので
※
詳しくはお問い合わせくださ
い︒

中田建設

金額

従業員などが相当数入団

原則︑認定の日から

JA あきた白神

別分団などを設置している など

協力事項

認定期間

事業所名

年度内１事業所上限額 万円
※

現在、市内では12の事業所
などが認定されています。

書に必要事項を記入して提出。
２ 年間

消防団協力
事業所等

市内在住の小学４年〜中学３年

対象

しています。特に一昨年からは

中学１年

中学２年

たりすることができている

グラフ②学級の友達との間

と思う

分の考えを深めたり、広げ

80

※４年生は社会
なし

５教科
国語・社会
数学・理科
英語
４教科
国語・社会
算数・理科
実施教科

の学年で ％以上でした︒
ま た︑
﹁話 し 合 う 活 動 を 通
して︑自分の考えを深めた
り︑広げたりしている﹂と
回答した児童生徒が全ての
学年で ％以上おり︑各学
校では話し合う場を設定す
るとともに授業の質を高め︑
児童生徒の学びを深めるよ
う授業改善に努めているこ
とがうかがえます︒
︵グラフ②︶
● 地
｢域のためになる活動に
進んで取り組みたい﹂の質
問ではほとんどの学年で県
平均を上回り︑どの学年も
％以上となっています︒
各学校の地域に根差したふ
るさと教育・キャリア教育
の取組が︑郷土愛や地域社
会に貢献していこうとする
児童生徒の意欲を高めてい
ることがうかがえます︒
︵グラフ③︶

今後の取組

90

今年の結果からも︑市の状
況が良好であることが分かり
ます︒
市教育委員会や各学校では
調査結果の成果と課題を分析
し︑今後も児童生徒一人一人
へのきめ細かな指導と授業改
善に取り組みます︒

8
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90

80

①教科に関する調査

小学６年

小学４年〜中学２年
実施学年

社会
●中学２年 ･･･
概要
●小学校 ･･･
８年連続で全教
科・全学年で県平均を上回
りました︒
●中学校 ･･･
２年連続で全教
科・全学年で県平均を上回
りました︒

小学５年

ます︒また︑ ％以上の児
童生徒が﹁勉強は大切だ﹂
と回答しています︒各学校
で児童生徒の実態を考慮し︑
興味や関心を高める授業が
展開されている成果と捉え
られます︒
●県教育委員会では﹁学習の
見通しをもつ↓自分の考え
をもつ↓話し合う↓学習を
振り返る﹂といった﹁秋田
の探究型授業﹂を推進して
います︒市では﹁話し合う
活動をよく行っている﹂と
回答した児童生徒が︑全て

小学 小学 小学 中学 中学
４年 ５年 ６年 １年 ２年

小学 小学 小学 中学 中学
４年 ５年 ６年 １年 ２年

単位：％

②質問紙調査

500
ポイント
中

学習に対する意欲など
●
﹁勉強が好きだ﹂と回答し
た児童生徒が︑ほとんどの
学年で県平均を上回ってい

500
ポイント
中

平均正答率の合計︵グラフ①︶
全学年で県平均を上回りま
した︒
県平均を上回った教科
●小学校 ･･･
全教科
●中学校 ･･･
全教科
県平均を５ポイント以上
上回った教科
なし
･･･
社会︑理科
･･･
社会︑算数
･･･
社会
･･･

300

①教科に関する調査
②質問紙調査
調査内容

県では、小学４年〜中学２年を対象に児童生徒の基本的な学
習・生活習慣や学力などを把握し、指導の充実を図るため、毎年、
県学習状況調査を実施しています。詳しい分析結果は市ホームペ
ージをご覧ください。なお今年度は全国学力・学習状況調査を実
施していません。
問合せ 教育研究所☎73-5178

２年12月２日 ２年12月３日
実施日

中学校
小学校

能代市の子どもたちの
学習状況は良好です

●小学４年
●小学５年
●小学６年
●中学１年

90
90

で話し合う活動を通して自
グラフ③地域のためになる

活動を進んで取り組みたい

能代市
秋田県

100
単位：％
能代市
秋田県

100

400
ポイント
中

小学４年

400
ポイント
中
300
ポイント
中
200

単位：ポイント

能代市
秋田県
400

平均正答率の合計（学年別）
グラフ①

調査の実施について

２年度秋田県学習状況調査の結果の概要

96

のしろ水素セミナー
〜 水素の新たな活用に向けて〜
主催／能代市

問合せ 商工港湾課☎89‑2187

能代市内で再生可能エネル
ギーを利用した水素に関する
実証実験が行われています︒
水素は︑地球温暖化対策の
有効な手段として世界で注目

されており︑国ではさまざま
な取り組みを行っています︒
市でも︑水素社会実現を目指
し︑水素エネルギーの活用を
推進しています︒

今回︑水素に関して理解を
深めてもらうため︑セミナー
や実証施設の現地見学会など
を実施します︒ぜひご参加く
ださい︒

日

時

３月23日㈫午後２時〜５時
場

所

能代山本広域交流センター
水素実証試験施設

内
容

●取組紹介︵午後２時〜︶

①能代市の取組紹介
商工港湾課
②環境省の取組紹介
環境省地球環境局
地球温暖化対策課

●実証試験施設の見学会
︵午後３時 分〜︶

説明／
株式会社ＮＴＴデータ
経営研究所
内容／
水素実証事業の概要説明
および試験施設見学

●水素展示コーナー︵随時︶

水素関連ジオラマの展示
水素カーなどの水素で動く
機器の展示︵内容変更可能
性あり︶

30

水素エネルギーとは？

水素は、利用段階では CO₂を排出しない低炭素型の

エネルギーであり、無尽蔵に存在する水や多様な一次
エネルギー源からさまざまな方法で製造することがで
きます。気体、液体、固体というあらゆる形態で貯
蔵・輸送が可能であり、省エネルギーや環境負荷低減
などに貢献し得ることから、将来の二次エネルギーの
中心的役割を担うことが期待されています。
環境省の水素実証事業のジオラマ

液体水素の先進的な実験が行われて
いる JAXA 能代ロケット実験場
9
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水素で走る燃料電池自動車（FCV）

再生可能エネルギー由来の CO₂フ
リー水素が注目される

市制施行記念

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催規模を縮小し挙行します。会場への入場は
特別表彰受賞の方のみとなります。一般の方の入場はご遠慮ください。
ご理解とご協力をお願いします

市役所大会議室

日
3午後月21
1 時 30 分〜 能 代 市 表 彰 式

20

︻社会福祉︼
○佐藤清美︵常盤︶
／人権擁護委員
○原田かほる︵松美町︶
／精神保健福祉
ボランティア活動
○奈良節子︵東赤沼︶
／赤十字奉仕団活動
○飯坂真由美︵田中谷地︶
／民生・児童委員
○浜野釱子︵川反町︶
／能代市連合婦人会活動

問合せ
総務課☎

２
･１１２

89

︻永年勤続︼
︿氏名﹀
大高一幸／吉田哲亮／野呂
田豊／佐藤由美子／山谷輝
光／坂本好樹／松橋孝夫／
平川政信／成田洋平／大塚
勝義／成田哲雄／銭谷真由
美／栗田勇治／山本彰浩／
佐藤貴人／川端寛子／岸野
美代子／前原恵美／益田昌
美／平川朋子／大山繭子／
若松郁恵／武田雪子／白鳥
誠一／大越公樹／佐藤いず
み／斉藤洋子／今野幸生

︻市民の模範︼
○菊地 淳︵花園町︶
／防犯長
○藤田正幸︵寿域長根︶
／防犯長
○大塚鉄美︵田子向︶
／防犯指導隊員
○金谷香代子︵日吉町︶
／子ども会育成連合会活動

︵ 敬 称 略 ︶

○菊地チヨ子︵二ツ井町麻生︶
／能代市連合婦人会活動
○清水千代︵二ツ井町田代︶
／赤十字奉仕団活動
○工藤トシ子︵二ツ井町切石︶
／更生保護女性の会活動

︻寄附︼
○畑 洋子︵三重県四日市市︶
／ふるさと納税

一般表彰 ……………………… ︻市政︼
︿氏名︵住所︶／功績﹀
○山田文雄︵浅内︶
︻文化︼
／財産区管理委員
○関口美奈子︵景林町︶
○鈴木洋一︵河戸川︶
／音楽の指導・普及
／自治会長
○小玉幸德︵出戸本町︶
／自治会長
○菊地 淳︵花園町︶
／自治会長

特別表彰 ………………………
︿氏名︵住所︶／功績﹀
〇山須田健︵花園町︶
／社会福祉の増進
○佐藤浩嗣︵大町︶
／市民の模範

表 彰 さ れ る 方 々

市では３月 日を市制施行記念日と定め︑毎年︑各分野で業績や
功績のあった方︑事業所などに 年以上勤続している方を表彰して
います︒今年度は︑市政の進展︑文化の向上︑社会福祉の増進など
に寄与した 人を表彰します︒
21

47

10
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子育て支援サービスが受けられます

２９４６

めんｃｈｏｃｏカードをご利用ください
問合せ 子育て支援課☎

転勤や入学シーズンを迎えます

問合せ

本庁舎総合窓口︑

届け出する際の確認事項

市
※民サービスセンター︵イオ
ン 能 代 店 ３ 階︶で は︑各 種
届け出はできません︒

地域局市民福祉課︑各地域
センター︑富根出張所

届け出場所

２１３３

事項変更も必要となります
ので︑忘れずにお持ちくだ
さい︒

きないときは︑代理人によ
る 届 け 出︵委 任 状 が 必 要︶
もできます︒
異動者の新・旧住所︑世帯
主名︑氏名︑生年月日︑本
籍︑筆頭者︑異動日を確認
しておいてください︒
マイナンバーカードの記載

市民保険課☎

引っ越しの際は住所変更などの届け出をお忘れなく ！
種健康保険や選挙人名簿
への登録︑手当などの市
民サービスを利用するために
も︑必ず手続きしてください︒
これからの時期︑就職や転
勤などで引っ越しされる方が
多く窓口が混み合います︒手
続きに時間がかかる場合があ
りますので︑時間に余裕をも
ってお越しください︒

89

73-5500
障害者手帳
自立支援医療
89-2153 福祉課
障害福祉サービス
特別児童扶養手当
就学学校の変更 89-2942 能代教育事務所 73-5281 学校教育課
水道の開閉栓
52-5221 上下水道整備課

優待カード﹁めんｃ ｈｏｃｏ
カード﹂を発行します︒協賛
店での買い物などの際にカー
ドを提示することで︑それぞ
れの協賛店独自の子育て支援
サービスを受けることができ
ます︒カードを持っていない
方や紛失した方は︑再発行し
ますのでお問い合わせくださ
い︒

担当課

運転免許証や健康保険証な
どの本人確認書類をお持ち
ください︒
本人が窓口に来ることがで

各サービスの問合せ担当課はこちら

●転出する場合
転出する前までに届け出を
してください︒郵送による届
け出もできます︒

分

89-2168
89-2166 市民保険課

●転入する場合
住み始めてから 日以内に
前住所の市区町村が発行した
転出証明書を持参し届け出を
してください︒

●市内で転居する場合

分〜午後５時

地域局
市民福祉課

後期高齢者医療
89-2159
福祉医療
介護保険
89-2157 長寿いきがい課
児童手当
89-2946
子育て支援課
89-2947
児童扶養手当
89-2133

二ツ井町庁舎
本庁舎

話
電
担当課

73-2114
住所変更

国民年金

国民健康保険

住み始めてから 日以内に
届け出をしてください︒

受付時間
午前８時

15

話
電

14

14

では︑みんなで子育てを
応援する仕組みとして
﹁能 代 す く す く ま ご こ ろ パ ス
事業﹂を実施しています︒対
象は 歳未満のお子さんがい
る世帯や妊娠中の方がいる世
帯です︒
母子手帳を申請したときや
お子さんと一緒に転入したと
きなどに︑市が子育て世帯へ

子育てを応援していただける協賛店を募集しています。詳し
くは子育て支援課までお問い合わせください。

各

︵本 庁 舎 総 合 窓 口 は 金 曜 日
のみ午後７時まで︶

広報 のしろ 3. 3.10

11

30

89

協賛店は市内の飲食店や薬局、クリーニ
ング店など約 70 店舗。各協賛店の詳しい
サービス内容については、市ホームぺージ
をご覧ください。

市

18

商品の割引
ジュースやお菓子のサービス
もっくんポイント２倍
などのサービスが受けられます。

めんchoco
カードを
提示すると…

能代市公式ＳＮＳアカウントはこちら!
公式
twitter

市内の主な出来事をご紹介します

2 話題ピックあッぷ
月

公式
facebook

ハラール食の試食も実施

能代山本が抱える地域課題を検証

オンラインでムスリムの食文化などを学習

能代高校生が若い視点で施策を提言

２月18日、能代市ホストタウン事業の一環として
「ヨルダンをもっと知ろう！ 〜 食を中心としたムス
リム講習会 第２弾 〜」が能代松陽高校で行われまし
た。ハラール食を試食しながらムスリム（イスラム
教徒）の食文化などをオンラインで学びました。

２月18日、市役所で能代高校生による地域課題解
決型プロジェクト学習の発表会が行われました。各
グループがフィールドワークや関係機関への取材で
得た情報から見えた課題を挙げ、ICTを活用した情
報発信などさまざまな施策を提言していました。

能代支援学校の生徒が
木曜カフェでスイーツを提供

能代とヨルダンがコラボした
絶品料理がいろいろ登場！

能代×ヨルダンを結ぶ

「全店のメニューを食べた」
とのうれしい反応も

趣向を凝らしたオリジナルメニューが好評

2 月 13 日
～21日
市役所ではパンの販売に
長い行列ができました

２月 13 日〜 21 日、
「能代 × ヨルダンを結ぶ 絆
グルメフェア」が行われました。地元野菜や食材を
取り入れた能代市オリジナルのヨルダンコラボ料理
を、市内の飲食店10店舗がそれぞれの特色を生かし
て開発。メインディッシュからスイーツまで、趣向
を凝らしたメニューが登場し「彩りがきれいで食欲
をそそる」「日本人の舌に合わせた味付けで食べや
すい」など喜びの声が多く聞かれました。

広報 のしろ 3. 3.10
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学校給食調理師

おすすめの一品!
〜 南部共同調理場 〜

ひじきのカレーケチャップ煮
ゲレンデに子どもたちの歓声が響き渡る

寒さに負けずに雪遊びを満喫

２月20日、きみまち雪っこスポーツまつりが切石
ファミリーゲレンデで行われました。二ツ井小学校
の児童12人が参加し、ビッグボールサッカーや雪上
バナナボートなどを楽しみました。子どもたちは、
寒さに負けずに雪遊びを満喫していました。
1人当たり栄養価 エネルギー 76 ㎉ ／ 塩分 0. 5g

材料（４人分）
豚ひき肉 …………… 100g

カレー粉 … 小さじ 1 ⁄ 2

料理酒 ………… 小さじ 1 ⁄ 2

たまねぎ ………… 60g

にんじん ……………… 40g

姫ひじき ………… 7g

青ピーマン …………… 20g

米油 ………… 小さじ 1

上白糖 ………… 小さじ 1 ⁄ 3

濃口醤油 …… 小さじ 2

トマトケチャップ … 小さじ 2

作り方
①姫ひじきは水で戻しておく。
②豚ひき肉にカレー粉と料理酒を
混ぜ、下味を付ける。
③たまねぎはスライス、にんじん
と青ピーマンはせん切りにする。
④米油を熱し、②の豚ひき肉を炒
める。豚ひき肉に火が通ってき
たら、たまねぎ、にんじん、①
のひじきの順に炒める。

全国各地の自治体へオンラインで発信

ホストタウンサミットで市の取組を PR
２月21日、夢工房咲く・咲くでホストタウンサミ
ット2021のライブ配信が行われました。オンライン
で、これまでのヨルダンとの交流や、
「能代 × ヨル
ダン 絆 グルメフェア」について紹介。参加自治
体などへ能代の取組や魅力をPRしていました。

⑤上白糖・濃口醤油・トマトケチ
ャップを入れ、味を付ける。
⑥青ピーマンを入れ、さっと煮る。

ワンポイント アドバイス
豚ひき肉のかわりに、こま切れの豚肉を使

用しても食べ応えが出ておいしいです。冷め

てもおいしいのでお弁当のお
かずにもいいと思います。

子どもたちは、「普通のひ

じきの煮物よりも好き」と言
ってくれる子も多く、人気の
あるメニューです。ぜひご家
庭でもおためしください。
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予選を勝ち抜いた４人が切磋琢磨

ロボットプログラミング大会開催
２月21日、子ども館でロボットプログラミング大
会の決勝戦が行われました。予選を勝ち抜いた児童
４人が出場。制限時間内にパソコンを使って直進や
カーブなどのプログラムを入力し、コースを走行す
る時の正確性などを競っていました。

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

３ 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。

農業委員・農地利用最適化推進委員

日まで委員の募集を

委員の追加募集を
行います
２月
行った結果︑募集人員の定数
人・農 地 利 用 最
人︶に至りま

市民活力推進課☎

交通指導隊活動通信

問合せ

２
･２１２
２
･１１２

全・安心なまちづくりに努

地域局総務企画課☎

能代市交通指導隊は昭和

わせは市民活力推進課また

や入隊に関してのお問い合

めていますので︑活動内容

周年となります︒

日現在︑隊員

人

年に発足し︑令和３年度
で

３月

するためには︑老若男女問

は総務企画課までご連絡く

項を記入し︑持参または郵

わず新たに交通指導員とし

が所属していますが︑広く

の台街区公園／昭南町街区

送で提出︒応募用紙は農業

て活動していただける方の

活動内容 小・中学校での
交通安全教室（自転車の乗
り方・横断歩道の渡り方）
や市内の大規模なイベント
での交通指導（歩行者・自
転車などの交通整理）
、交通指導車による巡回
活動など

14
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３月下旬から

公衆トイレが
使用できます
凍結防止のため閉鎖してい
た公園などの公衆トイレを︑
３月下旬から順次開放します︒ ︵農 業 委 員
適化推進委員

せんでしたので︑追加募集を

能 代 公 園︵頂 上︶／ 能

代 河 畔 公 園 ／ 赤沼 公 園 ／ 市
行います︒

場所

民プール前／大町街区公園

日㈮まで

期間 ３月

公 園 ／ 風 の 松 原︵陸 上 競 技

委員会事務局︑地域局環境

お力が必要です︒

ださい︒

場 脇︶／ 大 正 町 街 区 公 園 ／

産業課で配布するほか︑市

行き渡った交通指導を実施

出戸街区公園／大瀬街区公

隊員 能代地区 20 人（定員 25 人）
二ツ井地区７人（定員 15 人）

隊員一同︑事故のない安

の ホ ー ム ぺ ー ジ か ら もダ ウ

じ旅費を支給しています。

／富町街区公園／栄町街区

73 89

貸与品 市から制服や誘導棒などを貸与

応募用紙に必要事

27

ンロードできます︒

※このほかイベント・交通安全教室などの派遣に応

申し込み

10

園／はまなす展望台緑地内

☎ ・４５１５

能代市交通指導隊について

交通安全教室の様子

交通指導員の派遣を希望する場合は
お問い合わせください

都市整備課

☎ ・２９３５

農業委員会事務局

両方の委員に推薦または応募
※
することができますが︑兼務
はできません︒

問合せ

農業委員
追加募集

地域局環境産業課

報償費 月額 12,200 円

公園／出戸町街区公園／萩

vol.48

41

19
26

55

26

／柳町ポケットパーク
問合せ

☎ ・２１９７
89

第９期
国民健康保険税

２月18日、市役所で能代高校生
による「地域課題解決型プロジェ
クト学習」の発表会が行われまし
た。
発表者は取材などで得た情報か
ら見えてきた地域課題を挙げ、さ
まざまな施策を市へ提言。齊藤市
長は「各分野の課題をよく調べ上
げている。市としても今回の提言
を生かせるよう取り組みたい」と
講評しました。

18
89

73

農地利用最適化
推進委員追加募集

□ 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

す︒能代市も出展し︑移住相

ベント︑個別相談が行われま

トや地域おこし協力隊募集イ

移住に関するトークイベン

が開催されます

ＪＯＩＮ移住・交流＆
地域おこしフェア２０２１

移住相談を受け付けます

についての報告会を開催しま

度の研究の成果と今後の活動

共同研究を行っており︑今年

ラズベリーの産地化に関する

市では︑県立大学と共同で

県立大学との共同研究の
報告会を開催します

ラズベリーの産地化に向け

また︑

とおり引き下げとなります︒

令和３年４月納付分から次の

んが加入する健康保険です︒

業の従業員とその家族の皆さ

協会けんぽは︑主に中小企

協会けんぽの
保険料率が変わります

３月分︵４月納付分︶から

分〜３時

歳の方の介護

ら 吉﹂の 首 都 圏 百 貨 店 等 で の

● 秋田発高級菓子ブランド﹁く

場所

の予防や健康保持のため︑年

抑えることができます︒病気

の健康づくりへの取り組みで

算出される保険料率は︑毎日

皆さんの医療費に基づいて

げとなります︒

保険料率は次のとおり引き上

歳〜

秋田支部の健康保険料率は︑

談を受け付けます︒オンライ
す︒ラズベリーの栽培や加工

日㈭

展開と秋田キイチゴを活用し

１ 回の健診を必ず受けてくだ
さい︒

・

％

健康保険料率
・ ％
現行
変更後

介護保険料率
１・ ％
現行
変更後

１・

☎０１８・８８３・１８４１

％

准教授 今西弘幸さん

協会けんぽ秋田支部

☎ ・２２４７

農業技術センター

問合せ

問合せ

市内在住で︑生産者団体﹁能
※
代ラズベリー研究会﹂に入会
し︑新規に栽培挑戦したい方
には︑研究会で統一して適切
な品種管理・栽培したラズベ
リーの苗を廉価で提供します︒

●２０２０年度能代市・秋田
県立大学産学連携・共同研
究推進事業の概要
講師 秋田県立大学

社長 佐々木幸生さん

講師 ﹁くら吉﹂代表取締役

たスイーツの構想について

中央公民館

午後１時

日時 ３月

をお待ちしております︒

販売に興味のある方など参加
日㈰

時〜午後６時

日㈯・

ン開催です︒
日時 ３月

午前
能代市の出展は 日のみ︒
※
Ｚｏｏｍ を使用します︒
※

秋田移住オンラインツアー
能代市・三種町編を公開中！
秋田県が実施したオンライ

ンツアー︵２月８日配信︶を
Ｙｏｕ Ｔｕ ｂｅ で公開してい
ます︒たくさんある能代の魅
力の中から一部をご紹介して
いますので︑ぜ
ひご覧ください︒
他の地域のツア
ーも視聴できま
す︒
人口政策・移住定住

商工港湾課☎89-2186

問合せ

秋北バス能代営業所☎52-5356

無人駅で降車される場合は車内運賃箱へ、有人駅で

14

☎ ・２１６３
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問合せ

推進室

降車される場合は駅係員に申し付けください。

３月 31 日の運行後に廃止します

問合せ

西高前、トドメキ沢

廃止するバス停留所

【列車の利用方法】
運賃は車内できっぷをご購入頂くか、降車駅でお

変更日

支払いください。また、ワンマン列車をご利用の際、

さい。

二ツ井駅などをご利用ください。

ス停留所がありますのでご利用の際はご注意くだ

定期券をお買い求めの方は能代駅や東能代駅、

能代科学技術高校が開校す

現在、向能代駅では、駅舎

ることに伴い、現在、能代西

内において乗車券類を発売し

秋北バス「市内線」の
運行ルートを変更します

向能代駅での乗車券類の
発売を終了します

64

16 25
80 79

能代科学技術高校開校に伴い
向能代駅

25

40

10 10

14

89

30
52

10 13
フェアの
特設サイトは
こちら

商工港湾課からのお知らせ

ていますが、３月 31 日㈬をもって、乗車券類の発

高校経由で運行している秋北バス「市内線」の運行

売を終了します。

ルートが変更になります。４月から廃止になるバ

大瀬住宅

字大瀬儘下

5 戸（2LDK）

不可

2 戸（3DK）

不可

10 戸（3DK）

不可

定員
給付額
問合せ

人

年額

万円／人

秋田県信用組合

☎０１８・８３１・３５５１

5 戸（3DK）

不可

竹原住宅

二ツ井町種
字上山崎

1 戸（1LDK）

可

●弁護士による法律相談
日常生活の困りごとや心配

事など︑悩みをお持ちの方は

分〜正午

日㈬

同協議会

事前に電話で

先着５人

能代市社会福祉協議会

午前９時

３月

ご相談ください︒

日時

場所

定員

申し込み

問合せ

☎ ・６０００
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︵２︶人事院が︵１︶に該当

１９５人
人

日㈮〜４月

可

日㈭

1 戸（2LDK）

４月１日㈭〜

募集期間

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。

平日午前９時〜午後５時の間
※
受付

字田子向
字寿域長根

する方と同等の資格がある
と認める方
●労働基準監督Ａ

採用予定数

●労働基準監督Ｂ
３月

http://www.jinji-shiken.g

７日㈬の間に専用アドレス

申し込み

︵

☎０２２・２６３・１１１１
秋田県信用組合

給付型奨学金奨学生を
募集します
募集内容などの詳細は︑お
県内の高等学校および

問い合わせください︒
対象

工 業 高 等 専 門 学 校︵３ 年 生
ま で︶に 在 学 の 母 子 家 庭・
父子家庭の学生で︑本人お

字大瀬儘下

国家公務員

総合職試験・一般職試験
が行われます
https://www.jinji.

詳しい内容は︑人事院ホー
ムページ︵
︶を ご
go.jp/saiyo/saiyo.html
覧いただくか︑お問い合わせ
インターネットで

市営住宅入居者募集
よび保護者の住所が県内に

大瀬住宅

落合字
中大野台

ください︒

人事係

※市長交際費について、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。

仙台国税局人事第二

２月分の支出はありません
課試験研修係

問合せ

２月分市長交際費 総務課☎89‑2112
ある方

単身者入居

向ヶ丘住宅
（改良）

︶から
o.jp/juken.html
問合せ 秋田労働局総務課
☎０１８・８６２・６６８１
国家公務員

国税専門官
採用試験が行われます

年４月１日生の方

対象
①平成３年４月２日〜平成

年４月２日以降生で

︵１︶大学を卒業した方およ
び令和４年３月までに卒業
見込みの方
︵２︶人事院が︵１︶に該当

日㈮〜４月

する方と同等の資格がある
３月

と認める方
申し込み

７日㈬の間に人事院ホーム
ページ︵
https://www.jinji.g
︶から
o.jp/saiyo/saiyo.html

募集戸数

向ヶ丘住宅
（公営）

50

次の事項に該当する方

②平成

12

申し込み
受付期間
●総合職試験
︵院卒者・大卒程度︶
日㈮〜４月５日㈪

３月

●一般職試験︵大卒程度︶
４月２日㈮〜 日㈬

日㈪〜６月 日㈬

●一般職試験︵高卒者︶

６月
人事院東北事務局

第二課試験係

問合せ

☎０２２・２２１・２０２２
国家公務員

労働基準監督官
採用試験が行われます
対象
①平成３年４月２日〜平成

年４月２日以降生で

年４月１日生の方
②平成

次の事項に該当する方
︵１︶大学を卒業した方およ
び令和４年３月までに卒業
見込みの方

30

所在地

15

芝童森住宅

無
料
相
談

住宅名

10

30

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 ３月 18 日㈭まで
問合せ 都市整備課 ☎89-2194
地域局建設課☎73-5300

89

12

30

14

26
26

24

12

26

21
12

能代の冬野菜のひとつ白神山うどは今が旬。さわやかな香りとシャキシャキした歯ざわりが特徴で、天ぷら、
酢の物、煮物など捨てるところがなく全部食べられるのよ。ほろ苦さと風味で一足早い春の訪れを感じてね♡

交通災害

受付窓口

市役所本庁舎⑮番窓口、地域局市民

1 万 5,000 円〜 100 万円

不慮の災害

1 万 5,000 円〜 60 万円

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）
、秋田
銀行、北都銀行、ゆうちょ銀行または郵便局、
羽後信用金庫、あきた白神農業協同組合

※金融機関での申し込みは７月 31 日まで。
※パンフレットは受付窓口にも配置しています。

問合せ
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市民保険課
☎89-2133
地域局市民福祉課☎73-2114

広報 のしろ 3. 3.10

水銀使用廃製品を回収します

共済金額

月曜日

み出してもかまいません︒

※年度途中の加入は、加入日の翌日から年度末まで。

29

29

3/

日㈪は︑水銀が使

令和 3 年 4 月 1 日〜令和 4 年 3 月 31 日

３月

共済期間

１人 300 円

不慮の災害共済 １人 700 円

破損した場合でも袋に入

交通災害共済

用されている製品の収集日

共済掛金

れ て 出 し て く だ さ い︒

※能代市以外に住民登録している方は、お住まいの
市町村で加入手続きをしてください。

︵破 損 し て も 燃 え な い ご

市内に住民登録をしている方

です︒中身が確認できるよ

加入資格

うな透明な袋に入れて︑資

確認の上、お問い合わせください。

みには出さないでくださ

ますので、加入を検討されている方は内容をご

源ごみ回収ステーションに

令和３年度の加入を受付中です。広報のしろ
１月 25 日号でパンフレットを折り込みしてい

い︒
︶

への加入はお済みですか

●各地域センターにある資

（交通災害共済・不慮の災害共済）

さ い︒︵名 前 の 記 載 は 不 要

ともすけ共済

午前８時までに出してくだ

万一に備え、ご家族で加入しましょう

源ごみ回収拠点では回収

その他一般家庭
から出る
水銀使用廃製品

環境衛生課
☎89-2172
地域局環境産業課
☎73-5502

しません︒

ー 問合せー

廃製品は︑回収対象とし

血圧計

●事業所から出る水銀使用

温度計

ていません︒一般のごみ

体温計

に出すのは法律違反です︒

蛍光管

※蛍光灯の機材は対象外

です︶

注意事項
●蛍光管とその他の水銀使
用廃製品は︑別々の袋に
入れて出してください︒
●長い蛍光管は︑袋からは

回収対象の水銀使用廃製品

年 金 通 信
●令和３年度の国民年金保険料は
月額 16,610 円です

納付期限は、納付対象月の翌月末日です。日
本年金機構から送られる納付書で、金融機関・
郵便局・コンビニで納めてください。
なお、保険料の納付には、便利でお得な口座
振替をおすすめします。口座振替納付申出書の
提出が必要となりますので詳しくは、お問い合
わせください。

●国民年金保険料の納め忘れは
ありませんか？

国民年金保険料を納めないままにしておくと、
将来の老齢基礎年金や障がいの状態になったと
きに年金が受けられないことがあります。
令 和 ２ 年 度 の 国 民 年 金 保 険 料 額 は、月 額
16,540 円です。納めた保険料は全額が社会保険
料控除の対象となります。お手元に納付書があ
る方は、その納付書を使用できます。紛失され
た方は鷹巣年金事務所（☎0186-62-1490）へお
問い合わせください。
問合せ

市民保険課
☎89-2168
地域局市民福祉課☎73-2114

本庁地域包括支援センター
日㈪

３ 月は自殺対策強化月間 です

心の健康を保つポイント

●健康的な生活習慣を心掛ける

３月は︑進学や就職︑転
勤︑退職など︑生活環境が

活を心掛けましょう︒

十分に休養し︑規則正しい生

ストレスや不安を抱えやす

大きく変わる時期でもあり︑
い時期です︒また︑新型コ
は︑先行きの見えない不安

に取り入れましょう︒

よう︑休憩・気分転換をこまめ

疲れやストレスを解消できる

●休憩・気分転換を心掛ける

などから私たちの心身に影

ロナウイルス感染症の流行

響を及ぼしています︒感染

実際に人と会って話をする機

●他者とのつながりを保つ
症予防とともに︑心の健康

話などで家族や友人とつながり

会が限られてしまいますが︑電
健康づくり課

にも気を配りましょう︒
問合せ
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移転のお知らせ
期日 ３月
移転先 Ｊ ＣＨＯ秋田病院
︶

附属介護老人保健施設内
︵緑町５
問合せ
☎

本庁地域包括支援センター
N

７･１５６
７･１５７

現在の場所︵通町・旧おおた
※
ファミリークリニック内︶で
の 開所 は ３月 日 ㈰ま で とな
ります︒
電話番号・ファクス番号は変
※
更ありません︒

▲

みんな の
健康・福祉
３カ月の短期集中で介護予防を

ゆうあい教室を
開催します
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
︵☎

７
･１５６︶

1 0120-279-338

を持つことも大切です︒

☎018-831-3939

開催日 ５月中旬〜

２･８３８

こころの電話相談

☎

（秋田県精神保健福祉センター）

場所 保坂福祉会館

３月 日㈯は︑電話回線工事
※
の た め︑電 話 が つ な が ら な い
場合があります︒その際は︑
長寿いきがい課︵☎ ・５３
５５︶にご連絡ください︒

※ 市役所開庁時のみ

●北地域包括支援センター
７
･７３０︶

東能代 ↓

☎58-3699

74 74

↑ 能代駅

健康相談や、精神科医師による相談（予約制）
も行っています。

☎52-4333

︵☎
開催日 ５月中旬〜
場所 特養しののめ
●南地域包括支援センター
６
･７００︶

談
相

市内のボランティア団体が相談に応じます。
開催日は広報お知らせ版に掲載しています。

サロン

心の傾聴ボランティア

さ える

さ

ぐ

な

︵☎

ハロー
ワーク

★

よりそいホットライン【24 時間・無料】

つ

開催日 ５月下旬〜
場所 母体会館︵予定︶
﹀
﹀いずれも
歳以上の方

心の相談電話（健康づくり課）

こころの体温計 ──
気軽にストレス度や落ち込み度を
チェックできます。左のＱＲから
アクセスしてください。

能代保健所

対象 基本チェックリストで
該当になった

詳細は︑各地域包括支援セン
※
ターへお問い合わせください︒

☎0570-064-556

こ

な おう

まも ろう よ

こ

こ

ろ

こころの健康相談統一ダイヤル

お

89

JCHO 秋田病院附属
介護老人保健施設内

58
不安な気持ちを誰かに話すことで、気持ち
が和らぐことがあります。身近な信頼できる
人や相談窓口へご相談ください。

47
28

ＪＣＨＯ
秋田病院
能代松陽高校

しましょう

つらい時 には

29
← 中和通り

27

能代消防署

74
74
74
65

みんなの健康・福祉

申請の翌月から支給開始と

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が
﹁児童扶養手当﹂を受給できるよう見直します

５月支払い︶から手当額と障

なります︒ただし︑これまで

●支給開始月

害年金の子の加算部分の額と

障害年金を受給していたため

令和３年３月分︵令和３年

の差額を児童扶養手当として

児童扶養手当を受給できなか

30

受給することができるように

アリナス ☎ 54‐9200

日ま

問合せ

２･９４７

89

った方のうち︑令和３年３月

☎

までにフロントへ

見直します︒

３月 20 日㈯

申し込み

１日に支給要件を満たしてい

1, 000 円

●手当を受給するための

費用

る方は︑令和３年６月

20 人

手続き

定員

でに申請すれば︑令和３年３

午前 10 時 30 分 〜 11 時 30 分

既に児童扶養手当受給資格

時間

月分の手当から受給できます︒

金曜コース（４月９日、16 日、23 日）

者としての認定を受けている

午後１時 30 分 〜２時 30 分

問合せ 子育て支援課

時間

方は︑原則︑申請不要です︒

木曜コース（４月８日、15 日、22 日）

それ以外の方は︑児童扶養手

●バランスボールエクササイズ

当を受給するためには市への

アリナス
スポーツ教室

申請が必要です︒

楽しくからだを動かしてみませんか

新型コロナウイルス感染症 関連情報 （３月３日 現在 ）
新型コロナウイルス感染症関連の相談はこちら
●かかりつけ医がある場合
受診前に必ず電話相談をして、医療機関へ向かい
ましょう。
●かかりつけ医がない、休診日である、相談する
医療機関に迷う などの場合
あきた新型コロナ受診相談センターへ電話しまし
ょう。

☎ 018-866-7050
8：00 ～ ☎ 018-895-9176 または
17：00 ☎ 0570-011-567
24時間

国保税・介護保険料の減免を
受けられる場合があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和２年中の事業収入や給与収入などが前年
に比べて30％以上減少するなどの要件を満た
す場合は、申請により、国民健康保険税・介
護保険料（第一号被保険者）の減免を受けら
れる場合があります。
詳細は各担当へお問い合わせください。

3月 31日㈬

申請期限

─ 患者や家族の方の人権に配慮を ─
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。

新型コロナ
ワクチン接種について

市では︑新型コロナワク

チンの接種に向けた準備を

進めています︒４月中旬以

降︑高齢者から接種が始ま

る予定ですが︑具体的なス

ケジュールなどは︑随時広

報のしろや市ホームページ

広報 のしろ 3. 3.10

などでお知らせします︒
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午前９時〜午後９時（毎日）

新型コロナワクチンに関

受付時間

する相談やお問い合わせは︑

1 0120-761-770

介護保険料 … 長寿いきがい課 ☎ 89‐2157

厚生労働省のコールセンタ

新型コロナワクチンコールセンター

国民健康保険税 ……… 税務課 ☎ 89‐2167

ーへお願いします︒

厚生労働省

問合せ

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。

働く婦人の家主催講座

中央公民館☎54‑8141

●暮らしを彩る春の寄せ植え講座

季節のお花で自宅を彩る素敵な
「春の寄せ植え」を作ってみませんか。
日時 ４月13日㈫
午前 10 時〜 11 時 30 分
場所 中央公民館
講師 株式会社花まり
中川麻里子さん、三浦かおりさん
対象 成人女性（市内在住・勤務の
方優先）
定員 12人
費用 2,200円
持 ち 物 エプロン、移 植ベラ（ある
方）、ビニール袋
申し込み ３月16日㈫午前９時から
電話で

ロビーコンサート

能代市文化会館☎54‑8141

●能代第一中学校吹奏楽部
ロビーコンサート

20 人の部員による吹奏楽演奏、管
弦楽合奏、アンサンブルなどをお楽
しみください。
日時 ３月21日㈰
正午〜午後１時
※午前 11 時 30 分開場

定員

100人

市民おもしろ塾３月講座

事務局☎080‑4131‑3634

●地域経済分析システムから
わかる秋田県経済の特徴
〜地域活性化のキーワードを考える〜
日時
場所
講師
費用

３月27日㈯
午後１時 30 分〜３時 30 分
中央公民館
秋田県商工会連合会
事務局長 三平久孝さん
会員 200円
非会員 300円

※託児あり（要相談）

寄せ植えサイ
ズ（器込み）
高さ 35 ㎝
幅
25 ㎝
奥行き 18 ㎝
※写真はイメージです

自主学習グループ登録団体を募集しています
市では、市民の生涯学習や文化活動などを支援するため、自主学習
グループへの登録をおすすめしています。

【自主学習グループに登録すると…】

市民ギャラリー
展示物のご案内
●日本習字作品展
期間 ３月19日㈮まで
展示の申し込みも
随時受付中！
問合せ 総務課☎89‑2113

公民館などの社会教育施設の
使用料が半額程度に！

公民館祭など芸能発表への
参加や作品の展示が可能に！

対象

５人以上の仲間で計画を持って活動し、学びや成果を地域に活

登録

年度ごとに行います。現在、３年度の登録申請を受付中です。

かすことを目的とする団体
各地区公民館や生涯学習・スポーツ振興課に備える登録申請書に必
要事項を記入し、提出してください。

※申請書は市ホームページからもダウンロード可。

問合せ

生涯学習・スポーツ振興課☎73-5052

広報 のしろ 3. 3.10
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です
載が無い講座や
催し な どは無料
費用の記

春休み子ども館だより

天神工房木工教室

子ども館☎52‑1277

●子ども館＆木の学校コラボ
木工教室「宝箱をつくろう」

●みんなで楽しくリトミック♪
〜活動のあとは、手作り楽器を
楽しもう〜

日時

３月27日㈯
午前 10 時〜 11 時 30 分
対象 小学生
（４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 手ふき用おしぼり

日時
場所
対象

３月28日㈰
午前 10 時〜 11 時 30 分
能代市総合体育館
小学生

※保護者は同伴できません

定員 20人（市内在住の方優先）
持ち物 内履き、手ふき用おしぼり
申し込み ３月16日㈫〜25日㈭正午
までに電話で

※汚れてもよい服装でお越しください。

申し込み ３月16日㈫〜23日㈫正午
までに電話で

天神工房☎88‑8815
日時 ３月24日㈬
午前９時〜午後３時
定員 ８人
費用 3,600円（昼食、保険料込）
申し込み ３月17日㈬まで（必着）
郵便番号、住所、氏名、生年月日、
電話番号、「本収納ラック」と記
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。

宝箱サイズ

本収納ラック
を作ります

高さ 12 ㎝
幅
20 ㎝
奥行き 13 ㎝

高さ 75 ㎝
幅
36 ㎝
奥行き 26 ㎝

子ども館に遊びに来たら

プラネタリウムも楽しもう！

ドーム状のスクリーンに映し出
される迫力のプラネタリウム番組
を楽しもう！

観

覧

公共職業訓練アビリティ
コース５月期生募集

料

ポリテクセンター秋田☎018‑873‑3178

●金属加工技術科

金額
（１人１回につき）

区分
一般

個人

団体
（30人以上）

340円

270円

中学生以下

定員

定員 15人
>> いずれも
訓練期間 ５月11日㈫〜10月29日㈮
時間 午前９時30分〜午後３時40分
対象 ハローワークに求職申し込み
をした方で、新たな技術・技能を
身につけて再就職を希望する方
募集期間 ３月29日㈪まで

無料

上映スケジュール
9：30

11：00

13：00

14：30

15：00

16：00

火〜土

①

②

②

−

③

−

日・祝

①

②

①

②

−

③

15人

●住宅リフォームデザイン科

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）
③HAYABUSA2 〜 REBORN（一般向け） ※いずれも約 30 分

毎週木曜に施設見学会実施中です
雇用保険受給中の方は就職活動
として認められます。

スポーツ安全保険
対象となる事故

団体活動中の事故／往復中の事故

保

令和3年4月1日の午前0時から令和4年3月31日午後12時まで

険

期

間

018-883-0360

午前8時30分〜午後5時
（土、
日、
祝日を除く。）

ご加入はインターネットからのお手続きが便利です。

広報 のしろ 3. 3.10

4 名 以 上の団体・グループで
ご 加 入ください。

秋田県支部
電話受付時間

保険の詳しい内容、資料の請求は、ホームページをご覧ください。
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文化活動も
加入出来ます

スポーツ安全保険

検索

４月

鶴形そば道場
日時
定員
費用

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。

高橋公証人の遺言講座

菊地のり子の布ぞうり講座（全２回） 花工房シャンティの
イルミネーションハーバリウム
日時 ４月１日㈭、
16日㈮
定員

午前10時〜正午
６人 費用 3,000円

塩こうじ作りと健康講座
日時
定員
費用

４月２日㈮午前10時〜正午
10人
（２人以上で開催）
700円

珈音のおいしい珈琲講座
日時
定員
費用

４月２日㈮
午後１時30分〜３時30分
15人
（３人以上で開催）
1,000円

ITチャオ!のパソコン超入門

日時 ４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
定員

４月３日㈯、24日㈯
午前10時〜正午
各６人 費用 1,500円

さくら葬祭センターのお葬式講座

日時 ４月４日㈰午後３時〜４時30分
定員 ５人 費用 無料

福祉用具のある暮らし講座
日時
定員

４月６日㈫
午後１時30分〜３時30分
６人 費用 100円

池坊 佐藤静花先生のいけ花教室
日時
定員

４月７日㈬、
21日㈬、28日㈬
午前10時〜正午
各10人 費用 2,000円

家庭温熱療法
イトオテルミー体験教室
日時
定員

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

日時
定員

水彩画入門
日時
定員

４月11日㈰、
23日㈮
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

４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」

日時 ４月14日㈬午前10時〜正午
定員 ６人 費用 1,000円

発酵料理教室「甘酒」
（飲み物付）

日時

４月14日㈬
午後１時30分〜３時30分
定員 ８人 費用 3,500円

筆ペン講座（全３回）

定員

４月９日㈮、23日㈮
午前11時〜正午
各10人 費用 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

４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
「うろこ、
ふくろう」
日時
定員

４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

４月28日㈬
午後１時30分〜３時30分
10人 費用 1,000円

プログラミング体験教室

日時

４月29日（木・祝）
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。
日時／内容
①４月15日㈭名前と住所の書き方
②５月20日㈭はがきの書き方
キャンドルアート杏音
③６月17日㈭のし紙の書き方
「アロマワックスバー」
いずれも午前10時〜正午
日時 ４月30日㈮
定員 15人 費用 1,500円（３回分）
午後１時30分〜４時
定員 ８人
高橋公証人の遺言講座
費用 2,500円
（２個分）
日時 ４月17日㈯
午前10時〜 11時30分
定員 ６人 費用 無料

ポーセラーツ講座初級コース
日時
定員

４月17日㈯
午後１時30分〜３時30分
10人 費用 1,000円〜

定員

日時

４月22日㈭、
25日㈰
午後１時30分〜３時30分
各15人 費用 1,500円

「グラデーションアート」

４月11日㈰午前10時〜正午
５人 費用 2,500円

定員

湊由美子先生と
楽しく吹こうオカリナ教室

日時

定員
４月10日㈯午前10時〜正午、
午後1時〜４時
手話サークル「はまなす」手話教室
定員 ６人 費用 2,200円〜
日時 ４月24日㈯
午後１時〜３時
ポーセラーツ講座中級コース
定員 10人 費用 100円

相澤屋の絣小物の会「ショルダー」

４月８日㈭
午後１時30分〜４時30分
８人 費用 初回1,500円

若松さんのお菓子塾
「抹茶の黒豆大福」と「黒豆の煮方」

日時

杏音のソープカービング教室
日時

４月20日㈫午前10時〜正午
10人
（２人以上で開催）
1,500円

日時

４月18日㈰
午前10時〜午後４時30分
15人 費用 1,800円〜

花工房シャンティのハーバリウ
ム雑貨 母の日のプレゼント
「ハーバリウムアラジンランプ」
日時
定員

４月19日㈪午前10時〜正午
６人 費用 4,000円

白神ねっと
スマホ・タブレット体験
教

室

日時 ４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 ４月24日㈯
午後１時30分〜２時
場所 旧料亭金勇（柳町） 30分
定員 ５人
費用 540円（変わり結び
1,080円）
申し込み ☎050-3702
-3040

広報 のしろ 3. 3.10
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心を結ぶ〝わ〟をつなごう

この本は︑大切なものや隠してお

きたいものなどを︑十年間魔法で預

かってくれる不思議なお店のお話で

す︒他の人から見たらガラクタでも︑

預けに来る人にとっては宝物︒魔法

使いと執事猫カラシのもとにいろい

ろな預けものを持ったお客様がやっ

てきます︒

◉ここがおすすめ！

預ける物によって︑その人の人生

が大きく左右します︒一体どうなる

か︑わくわくどきどきがいっぱいで

す︒そして十年間の預かり代金はい

くらなのか︑その秘密も明らかに︒

注文し︑家庭では食べきれる量だけ調理して︑食品

実施しています︒飲食店などでは︑食べきれる量を

生課の大山椋也です︒市では︑毎年食べきり運動を

今年の４月で採用になり１年になります︑環境衛

出版年：2019年
出版者：静山社

問合せ

☎

２･１７２

環境衛生課

ごしましょう！

も体調には気をつけて過

崩しやすいので︑皆さん

節の変わり目は︑体調を

ち遠しいです︒また︑季

野球をしているのですが︑シーズンが始まるのが待

３月になりいよいよ春が近づいてきました︒私は︑

ロスをなくしましょう︒

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

あ なた にタ ッチ

学びの１年
捺美 さん ︵田子向︶

：廣嶋 玲子
：佐竹 美保

メッセージ f r o m…

金谷

本庁舎２階子育て支援課

私は︑去年短大を卒業して地元の能代に戻り︑社会人

所

１年目として働いています︒県外就職をしようか悩んで

場

いた時期もありましたが︑自然や人の温かさなど︑能代

午前８時 30 分 〜 午後５時 15 分

の良いところを再発見し︑地元就職に決めました︒自分
が生まれ育った能代に貢献できていることに︑うれしく
思っています︒
私は小さい頃から保育士になりたいという夢を持って
いました︒そして現在︑保育士として働き︑元気いっぱ
いの子どもたちに囲まれて毎日楽しく過ごしています︒
子どもたちの笑顔に元気をもらったり︑成長を身近に
感じることができたりと︑とてもやりがいのある仕事だ
と思っています︒経験が少なくわからないことも多いで
すが︑職場の先輩方や研修などで学びながら日々勉強し

☎ 89‐2955
問合せ

ているところです︒

間

163

最後に︑コロナが終息して今年の夏︑１年遅れの成人
式を開催できることを願っています︒
次回は︑大出 和奈さん︵景林町︶にタッチします︒
※

89
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時

著
絵
1
2 02

「十年屋 2」
月〜金曜日

推し本
● 家庭児童相談

預かってほしい物
みんなにもある?

日

能代市立渟城南小学校
６年 菱川 治美 さん
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
日・

10

日発行

25

園芸施設共済

● 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

《 ビニールハウスの保険 》
ハウスの 風害事故

❶ 最近頻発する台風や雪害などの
自然災害に対応。
❷ 自然災害以外にも、火災や車両
の衝突など幅広く補償。

北秋田山本支所 ℡ 0185（54）5540

● 印刷 ㈱ 北羽新報社

まで

再生紙を使用しています。
環境にやさしい植物油インキを使用しています。

臨時休業日のお知らせ

３月10日・23日・24日は

新型コロナ感染拡大防止と予防のため休業となります。

※新しく発行される宿泊券の使用期間は、
令和３年６月29日㈫の宿泊分まで。

有効期限が２月28日までの宿泊券は
１枚2,500円の宿泊券としてご利用いただけます。

大潟村プレミアム飲食券ご利用いただけます。
※飲食券の使用期間は令和３年３月31日㈬まで。

フロントにて10,000円分を7,000円で
販売中。宴会・レストランで利用できます。

※GoToトラベルキャンペーンは再開次第適用いたします。申請はホテルで代行いたしますので予約時にお申し出ください。

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

