みんなでつくる わ のまち 能代

ーお知らせ版ー
2021

広
報

3.344
25
（令和３年）

第

号

©Noshiro City

25

問合せできる内容

●能代クリーンアップ（能代地域）
ふるさとクリーンアップ大作戦（二ツ井地域）

自治会や町内会など独自で清掃活動される場合は、
市からクリーンアップ用のごみ袋を提供しますので
お問い合わせ下さい。
問合せ 能代地域
環境衛生課☎89‑2172
二ツ井地域 地域局建設課☎73‑5300

●春の清掃週間（二ツ井地域）

泥上げの実施は、各町内会の判断によることとし、
集積したものは回収します。
泥の収集日 ４月12日㈪、13日㈫
※11日㈰までに出してください。泥は土のう袋に入れ、や
むを得ずビニール袋を使用する場合は、穴を開け水切りを
徹底してください。
※発泡スチロールに入れたものは収集しません。集積箇所は
できるだけ少なくし、交通に支障のないわかりやすい場所
に置きましょう。
※収集もれの連絡は、４月14日㈬正午までです。

問合せ

地域局環境産業課☎73‑5502

よくあるお問い合わせ

市外に住所があるが︑
市内に居住している方へ
能 代 市 で 接 種 で き ま す が︑

事前手続きが必要です︒接種
券は住民票所在地から発行さ

れたものを使用します︒失く
さないようにしてください︒

市内に住所があるが︑
市外に居住している方へ
実際の居住地でワクチン接
種ができます︒能代市の住所

地に接種券を郵送しますの
で︑お手元に届くよう︑郵便
転送手続きなどを済ませてお

いてください︒接種券が届き
ましたら︑居住地の担当部署
へお問い合わせください︒

中止が決定している主な行事

ワクチンの接種対象者や接
種予約、実施時期、接種券な
どについて
問合せ
能代市新型コロナワクチン
接種コールセンター

70120‑003‑384

能代市新型コロナワクチン接種
コールセンターのご案内

３月 日から︑能代市
の新型コロナワクチン接
種に関するコールセン
ター︵問合せ専用︶を開
設します︒
受付時間︵土日祝日除く︶
午前９時〜午後５時

能代市に住民票がある 歳
以上の方を対象に︑４月下旬
ごろに﹁ワクチン接種券﹂を
郵送する予定です︒各医療機
関や市の集団接種会場での接
種開始は︑５月のゴールデン

ウイーク明け以降の見込みで
す の で︑ 接 種 券 が 届 い た ら︑
同封の案内などを確認し︑接
種を希望する場所へ予約をし

てください︒
接種場所︵予定︶
●各医療機関︵詳細が決まり

次第︑お知らせします︒︶
●集団接種会場︵土日のみ︶
・能代市勤労青少年ホーム

・二ツ井伝承ホール
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ワクチン接種について

新型コロナウイルス感染症関連情報（３月18日現在）

（通話無料）

新型コロナウイルス感染症に関する相談
●かかりつけ医がある場合

必ず電話相談をしてから医療機関へ向か
受診前に必ず電話相談
いましょう。

●かかりつけ医がない、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をしま
あきた新型コロナ受診相談センターへ電話
しょう。
あきた新型コロナ受診相談センター

その他の相談

018-866-7050

健康づくり課

24時間

☎58-2838
018-895-9176 （受付 8：30-17：15）
8：00〜17：00
0570-011-567 ※土日祝日を除く
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。

田中 秀範
鈴木 隆宏

代表社員

湊 哲一
エモーショナルダイニング㈱
㈱鈴喜代

お仏壇の千栄堂

阿部 誠

ミナトファニチャー

能代市の駅前・畠町通りは空き
店舗が増え︑シャッター街と呼ば
れるほどの商店街になってしまい
ました︒この現状を打破するため︑
若き事業者４人が中心となり︑商
店街の空き店舗を借り上げて︑起
業 者 を 呼 び 込 む﹁マ ル ヒ コ プ ロ
ジェクト﹂を進めています︒
プ ロ ジ ェ ク ト の 第 一 歩 と し て︑
駅前の空き店舗︑旧丸彦商店をリ
ノ ベ ー シ ョ ン︵大 規 模 改 修︶し︑
子どもの遊び場やカフェ︑初心者
で も 気 軽 に 学 べ る D I Y の 学 校︑
シェアオフィスやコワーキングス
ペースなど︑多世代が集まれる地
域 の 拠 点﹁マ ル ヒ コ ビ ル ヂ ン グ﹂
をつくります︒
この﹁マルヒコビルヂング﹂か
ら︑周 辺 へ に ぎ わ い や コ ミ ュ ニ
ティを広げ︑地域を再生する﹁エ
リアリノベーション﹂を目指す取
り組みです︒
４月１日からは︑２階のシェア
オフィス・コワーキングスペース
がオープンします︒
ぜひ街なかに足を運んでみてく
ださい︒
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マルヒコプロジェクトの経緯を︑のしろ家守舎
代表の湊哲一さんにお伺いしました︒

動き出す、商店街プロジェクト
始まりは︑一昨年の﹁動き出す︑商店街
プロジェクト﹂です︒国内で先駆的な取り
組みを行っている講師の方々から刺激を受
け︑空き店舗を改修した事業をやってみた
いという気持ちが高まり︑商店主や個人事
業主︑子育てグループらが集まり︑プロジェ
クトメンバーとなりました︒
講師の方々と一緒に商店街を何度も歩い
て空き店舗を探し︑立地と外観から旧丸彦
商店をターゲットに選定しました︒
大家さんのご厚意により︑令和元年の秋
に︑はじめて建物の中をメンバーみんなで
見せていただいたのですが︑想像以上の広

コロナ禍、そして動き出す

染拡大により︑その動きは停滞してしまい

令和２年の春︑新型コロナウイルスの感

一番インパクトを受けたのが地下の広大な
ました︒

さ と 雰 囲 気 に 大 き な 可 能 性 を 感 じ ま し た︒
空 間 で︑こ こ で 何 か を 始 め て み た い！と

し か し︑思 う よ う に 動 け な い 間 に プ ロ
の４人が中心となり︑ウィズコロナ︑アフ

今後は１階と地下１階に︑子どもの遊び

場やカフェ︑DIYを学べる学校など︑街

なかに足りないコンテンツを詰め込んだマ

歩道活用イベントの実施
まずはマルヒコプロジェクトを知っても

ルヒコビルヂングのグランドオープンを目

空き店舗を活用することで︑少しずつエリ

らい︑この場所を好きになってもらいたい

駅前商店会︑市︑県と協働し︑歩道を安

アが変わり︑新たな時代にあった商店街の

指します︒そして︑このマルヒコビルヂン

のしろいち﹂︑﹁だ

との思いからイベントを行うことにしまし

全に活用した﹁第０回

新しい役割を生み出していくことができる

グを拠点として︑人とのつながりを増やし︑

ん だ ん・の し ろ﹂﹁マ ル ヒ コ d e な べ っ こ

と思っています︒

た︒

遠 足﹂﹁帰 っ て き た マ ル ヒ コ バ ザ ー﹂な ど
当日は大勢の人でにぎわい︑歩道や空き

私たちと一緒に街の事を語り合いません

目指すべき風景が見えてくると思います︒

街に住む人みんなで街のことを考えたら
店舗を活用した取り組みに手応えを感じる

か？さあ一緒に動き出しましょう！

のマルシェやバザーを実施しました︒

ことができました︒

リノベーション始まる
令和３年１月︑事業計画が完成し︑マル

ヒコオープンに向けて工事が始まりました︒
まずは２階のシェアオフィス・コワーキ
ングスペースが完成します︒４月１日から

のしろ家守舎
▶湊 哲一（TEL：090-2634-0420）

デザイナーや建築などさまざまな業種の

問合せ先

思ったことがこの事業に踏み出す決意をし
大きな可能性を感じ︑この場所から商店

ターコロナを見据えた計画とするための検

方々が事務所を街なかにかまえることにな

8

ジェクトメンバーの湊・阿部・鈴木・田中

街の未来をつくるため︑本格的に事業計画

討を重ね︑時代に合った︑より具体的で現

ります︒

月 日に今回のプロジェクト
の報告会を行いました︒ぜひご
覧ください︒

2

た瞬間だったと記憶しています︒

を 作 り 始 め ま し た︒計 画 は 旧 丸 彦 商 店 に︑

実的な計画を練り上げることができました︒

のしろ家守舎設立
令和２年８月︑﹁合同会社のしろ家守舎﹂
を立ち上げました︒活動の目標は︑こども
たちが自分の街・能代を好きになることで
す︒商店街にこどもと大人の居場所をつく
り︑元気と希望があふれ︑こどもたちが巣

最終報告会の動画は
こちらから
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3

立ってからもまた戻ってきたくなる街を目
指し︑本格的に活動をスタートさせました︒

旧丸彦商店をリノベーションし
シェアオフィス・コワーキングスペースに

駅前ににぎわいを創出したマルヒコ de なべっこ遠足

今現在街なかに足りていないコトやモノを
作り出すものとなっていきました︒

インタビューを受ける
のしろ家守舎代表 湊哲一さん

市内企業のPRを行っています。今回は新規高卒者などの採用を予定している３事業所について

市では、高校生などの地元企業への就職および地元企業の求める人材確保の促進を図るため、
紹介します。市ホームページでは、この他にもさまざまな企業を紹介しています。ぜひチェック
してください！

創

業 昭和

年

※秋田工場・扇田工場・能代工場総従業員数

おります︒資格習得の際はサポートを
惜しみません︒
一度︑見学に来てみませんか︒ご連
絡をお待ちしております︒

︾先輩社員からの声
入社してから今年で４年目になりま
す︒知識も経験もない状態のスタート

でしたが︑先輩方の丁寧なご指導のお
かげで︑現在は設計課で図面の作成を
できるまでになりました︒

やる気と元気がある方はぜひ︑私た
ちと一緒に働いてみませんか︒

4
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秋田工場

月

人︵令和３年２月現在︶

46

あらゆる部門で︑次世代の建設業界を
背負って立つ若者の育成に力を入れて

従業員数

12

㈱市川スチールエンジニアリング

市川 幸司

ー２︵秋田工場︶

代表取締役社長
・７７７５

仁井田白山

62

代 表 者
電話番号

所 在 地

︾事業内容
当社は創業以来︑鉄骨・橋梁︵きょ
うりょう︶の製作・販売・管理を手掛
けております︒長年にわたり蓄積され
た技術力と行動力をもとに物作りの原
点に立ち︑限りない技術の向上を図り
お客様のニーズに応え︑満足していた
だける品質確保を心掛けております︒
︾製品・サービス
超高層ビルや橋梁などの鋼構造建築
物における鉄骨柱︑梁などの製作をし
ております︒
県内案件として現在︑秋田市のあき
た芸術劇場の一部を製作させていただ
いております︒

設計課の様子

83

︾人事担当者からのメッセージ
当社では設計・製造・検査・管理の

扇田工場外観

商工港湾課☎89-2186
問合せ

74

溶接作業の様子

市内企業PR
能代市

https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/koyo/taisaku-jigyo/kigyo-pr/

います。新規に採用をお考えで、参加を希望する事業所の

市内企業ＰＲ事業に参加する事業所の募集を随時行って
方はお気軽にご相談ください。

善治

東海能代精工株式会社
代表 取 締 役 社 長 立 花

創

業

従業員数

平成 年４月２日
人︵令和２年

月末現在︶

・６５２５

遠藤
河戸川字上長沼布

代表取締役

博

年４月

人︵令和３年２月現在︶

業 平成

従業員数

創

株式会社
TOSHIN WOOD JAPAN
代 表 者
所 在 地

〇通気耐力面材アミパネル

す︒まずは

社員への転
換も可能で

を行い︑正

よ っ て は︑
本人と面談

︾社内環境
製造業が初めての方でも安心して働
け る よ う︑ 丁 寧 な 指 導 と フ ォ ロ ー を
行っております︒また︑業務に必要な
資格の取得については会社がバック
アップしております︒
入社年数に関わらず本人の頑張りが
評 価 さ れ ま す の で︑ モ チ ベ ー シ ョ ン
アップにもつながります︒
︾人事担当者からのメッセージ
当社では︑協調性があり︑自ら考え
行動できる方︑明るく周囲とのコミュ
ニケーションができる方︑英語が得意
で海外に興味のある方︑地元で働きた
い方をお待ちしております︒パートで

電話番号

31

︾事業内容
丸 太 を 製 材・
加 工 し︑ 中 国・
東南アジア・米
国・欧州へ輸出
しています︒国
内 向 け と し て︑
通気耐力壁アミ
パネル・秋田杉
羽 目 板 の 製 造︑
販売を行ってお
ります︒
輸出については︑カンボジア向けの
フローリング用単板や米国︑欧州向け
の 家 具 部 材︵ フ リ ッ チ 板 や 板 材 な ど ︶

22

採用された
方でも︑人
事評価に

会社外観

を生産して全量輸出します︒特に単板
材については︑家具用・フローリング
用を生産していき︑生産量は 万㎡程

33

度から始まり︑将来的には１００万㎡
の生産を計画しております︒
︾製品・サービス

〇羽目板︑壁板

〇家具用・フローリング用単板
〇２×４︵ツーバイフォー︶材
必要な資格・免許は入社後に取得を
支援しますので︑熱意のある方︑ぜひ

よう支えていきたいと思っています︒

を入れつつ︑若者からベテランまで従
業員一人一人が自ら考え︑行動できる

だける皆さんを待っています︒
︾取締役工場長からのメッセージ
世代交代が進む中︑技術の継承に力

能代から﹁世界の頂﹂に向かってま
い進する東海能代精工の熱いスピリッ
トに触れ︑一緒にチャレンジしていた

現し︑世界の産業を見えないところで
支えています︒
︾社長メッセージ
当社は東海カーボングループの一員
として︑グループ内でも希少な鉄鋼材
料加工分野を担い創業以来培ってきた
熟練の技を軸に高度な製品づくりを
行 っ て お り ま す︒ 未 来 を 変 え る の は︑
私たちの優れた技術力であるという誇
りを胸に︑お客様や地域社会からの厚
い信頼を基盤とし︑これからの社会を
見据えた新たな技術や製品の開発にも
取り組んでまいります︒

11

代 表 者
・３１２５

扇田 字 扇 渕 １ ー ２

“成長できる職場”で

74

所 在 地
電話番号

一緒に働いてみませんか？

︾事業内容
当社が手掛けるクラッチプレート
︵ 相 手 板︑ 芯 板 ︶ は︑ 海 外 の 鉱 山 で 運
搬に使われるダンプトラックなど︑強
靭︵きょうじん︶さが求められる建設・
産業機械の動力伝達を担う重要な部品
です︒当社では国内有数の建設・産業・
農業機械メーカーに認められた﹁熱処
理﹂
﹁研磨﹂をはじめとする高度な形
状加工・表面加工技術を駆使し寸法精
度︑高い品質を備えた製品づくりを実
「モノづくりでミライづくり」

19

一度来社して会社の雰囲気を実際に感

ご連絡くだ
さい︒

製材の様子

東海能代精工では、若い力と

会社HPもぜひご覧ください！

45

じてください︒お待ちしております︒
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5

TOKAI NOSHIRO
SEIKO Spirit

会社外観

新しい風を求めています。

会社紹介
動画
会社
HP

50

58

停留所名

運行時刻（●＝日曜日運休）
● 7：32 ● 8：32

9：32

10：32 11：32 12：32 13：32 14：32

● 15：32 ● 16：32

上野

● 7：34 ● 8：34

9：34

10：34 11：34 12：34 13：34 14：34

● 15：34 ● 16：34

上野越

● 7：35 ● 8：35

9：35

10：35 11：35 12：35 13：35 14：35

● 15：35 ● 16：35

トドメキ

● 7：36 ● 8：36

9：36

10：36 11：36 12：36 13：36 14：36

● 15：36 ● 16：36

向能代駅前

● 7：37 ● 8：37

9：37

10：37 11：37 12：37 13：37 14：37

● 15：37 ● 16：37

向ヶ丘

● 7：38 ● 8：38

9：38

10：38 11：38 12：38 13：38 14：38

● 15：38 ● 16：38

緑ヶ丘

● 7：40 ● 8：40

9：40

10：40 11：40 12：40 13：40 14：40

● 15：40 ● 16：40

向能代小学校前

● 7：41 ● 8：41

9：41

10：41 11：41 12：41 13：41 14：41

● 15：41 ● 16：41

地域センター前

● 7：43 ● 8：43

9：43

10：43 11：43 12：43 13：43 14：43

● 15：43 ● 16：43

向能代駐在所前

● 7：44 ● 8：44

9：44

10：44 11：44 12：44 13：44 14：44

● 15：44 ● 16：44

火力アパート入口

● 7：46 ● 8：46

9：46

10：46 11：46 12：46 13：46 14：46

● 15：46 ● 16：46

落合団地

● 7：48 ● 8：48

9：48

10：48 11：48 12：48 13：48 14：48

● 15：48 ● 16：48

落合

● 7：50 ● 8：50

9：50

10：50 11：50 12：50 13：50 14：50

● 15：50 ● 16：50

落合沼前

● 7：51 ● 8：51

9：51

10：51 11：51 12：51 13：51 14：51

● 15：51 ● 16：51

落合会館前

● 7：53 ● 8：53

9：53

10：53 11：53 12：53 13：53 14：53

● 15：53 ● 16：53

浜町

● 7：54 ● 8：54

9：54

10：54 11：54 12：54 13：54 14：54

● 15：54 ● 16：54

アリナス前

● 7：57 ● 8：57

9：57

10：57 11：57 12：57 13：57 14：57

● 15：57 ● 16：57

能代温泉

● 7：58 ● 8：58

9：58

10：58 11：58 12：58 13：58 14：58

● 15：58 ● 16：58

三面球場入口

● 7：59 ● 8：59

9：59

10：59 11：59 12：59 13：59 14：59

● 15：59 ● 16：59

上釜谷地

● 8：01 ● 9：01

10：01 11：01 12：01 13：01 14：01 15：01

● 16：01 ● 17：01

能代厚生医療センター

● 8：03 ● 9：03

10：03 11：03 12：03 13：03 14：03 15：03

● 16：03 ● 17：03

下前田

● 8：05 ● 9：05

10：05 11：05 12：05 13：05 14：05 15：05

● 16：05 ● 17：05

総合体育館前

● 8：08 ● 9：08

10：08 11：08 12：08 13：08 14：08 15：08

● 16：08 ● 17：08

大手町

● 8：09 ● 9：09

10：09 11：09 12：09 13：09 14：09 15：09

● 16：09 ● 17：09

柳町

● 8：11 ● 9：11

10：11 11：11 12：11 13：11 14：11 15：11

● 16：11 ● 17：11

住吉町

● 8：12 ● 9：12

10：12 11：12 12：12 13：12 14：12 15：12

● 16：12 ● 17：12

東町

● 8：13 ● 9：13

10：13 11：13 12：13 13：13 14：13 15：13

● 16：13 ● 17：13

能代駅前（到着）

● 8：15 ● 9：15

10：15 11：15 12：15 13：15 14：15 15：15

● 16：15 ● 17：15

能代駅前（出発）

● 8：20 ● 9：20

10：20 11：20 12：20 13：20 14：20 15：20

● 16：20 ● 17：20

● 16：23 ● 17：23

市役所前

● 8：24 ● 9：24

10：24 11：24 12：24 13：24 14：24 15：24

● 16：24 ● 17：24

市民プール前

● 8：26 ● 9：26

10：26 11：26 12：26 13：26 14：26 15：26

● 16：26 ● 17：26

能代バスステーション

● 8：29 ● 9：29

10：29 11：29 12：29 13：29 14：29 15：29

● 16：29 ● 17：29

当 日 中 に 乗 り 換 え す る と、
乗換後の運賃は 円になり

ます。最初に乗った巡回バ
スの降車時に乗換券を受け

取り、乗換後に乗換券と

円をお支払いください。

50

50

◆上釜谷地停留所

◆市役所前停留所

ココ

101
●
秋田
しらかみ
看護学院

はまなす号も祝日は全便運
行です。祝日も乗り継ぎが
できるようになりますね。

● 16：22 ● 17：22

10：23 11：23 12：23 13：23 14：23 15：23

利用促進のため、４月から
しののめ号の停留所を増設し
ます。増設に伴い、運行時刻
が変更になりますので、あら
かじめご確認ください。また、
祝 日 の 運 行ダ イ ヤ を 減 便 運 行
か ら 全 便 運 行 に 変 更 し ま す。
しののめ号がますます便利に
なりますので、お気軽にご利
用ください。

10：22 11：22 12：22 13：22 14：22 15：22

● 8：23 ● 9：23

増設する停留所 上釜谷地、
市役所前、市民プール前
運賃 １回１５０円

● 8：22 ● 9：22

（未就学児童は無料）
乗換割引 巡回バス（はまな
す号・しののめ号）同士で

畠町
横町角

89

◆市民プール前停留所
能代市
総合体育館

101
ココ

能代
厚生医療
センター

能代市

●
けやき公園

乗って残そう！

● 15：30 ● 16：30

向能代橋たもと

暮らしを支える

10：30 11：30 12：30 13：30 14：30

公共交通は、高齢者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、「利用する」ことが大切です。
みんなの力で公共交通を守っていきましょう。
問合せ 商工港湾課☎ ・２１８６

9：30

公 共 交 通

● 7：30 ● 8：30

向能代・落合地区巡回バスしののめ号を拡充します

能代バスステーション

公共交通
ご利用案内

４月１日㈭から

向能代・落合地区巡回バスしののめ号 運行時刻表（令和３年４月１日以降）

役所

101

●
市民プール

ココ
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6

乗って残そう！暮らしを支える 「公共交通」

グ能代長崎店、いとく能代南店、ジェイコー
秋田病院です。
正午と夕方に多く利用されています。

運行時刻表（令和３年４月１日以降）

№

停留所名

①
②
③
④

黒岡会館
茨嶋山
浜浅内集会所
中山

上り（①→⑲）
１便 ２便 ３便 ４便
7：52 8：52 9：52 14：28
7：55 8：55 9：55 14：31
7：58 8：58 9：58 14：34
8：00 9：00 10：00 14：36

⑤

消防団河戸川
車庫

8：04 9：04 10：04 14：40

⑯ いとく能代南店 11：28 12：28 13：28 15：28 16：28

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

河戸川集会所
十洲崎
長崎団地
松長布西公園
松長自治会館
長崎集会所

8：05
8：06
8：07
8：08
8：09
8：11

⑮ ドコモショップ
11：30 12：30 13：30 15：30 16：30
能代中央店

⑫

ザ・ビッグ
能代長崎店

8：13 9：13 10：13 14：49

⑬

沼ノ上

8：17 9：17 10：17 14：53

9：05
9：06
9：07
9：08
9：09
9：11

10：05
10：06
10：07
10：08
10：09
10：11

14：41
14：42
14：43
14：44
14：45
14：47

下り（⑲→①）
５便 ６便 ７便 8 便

№

停留所名

⑲

ジェイコー
秋田病院

11：24 12：24 13：24 15：24 16：24

⑱

能代松陽高校

11：25 12：25 13：25 15：25 16：25

⑰

カーブス
能代出戸本町

11：26 12：26 13：26 15：26 16：26

９便

ローソン
⑭ 能代南バイパス店
11：31 12：31 13：31 15：31 16：31

⑬

沼ノ上

11：33 12：33 13：33 15：33 16：33

⑫

ザ・ビッグ
能代長崎店

11：37 12：37 13：37 15：37 16：37

8：20 9：20 10：20 14：56

⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥

長崎集会所
松長自治会館
松長布西公園
長崎団地
十洲崎
河戸川集会所

11：39
11：41
11：42
11：43
11：44
11：45

⑯ いとく能代南店 8：22 9：22 10：22 14：58

⑤

消防団河戸川
車庫

11：46 12：46 13：46 15：46 16：46

④
③
②
①

中山
浜浅内集会所
茨嶋山
黒岡会館

11：50
11：52
11：55
11：58

ローソン
⑭ 能代南バイパス店
8：19 9：19 10：19 14：55

⑮ ドコモショップ
能代中央店
⑰

カーブス
能代出戸本町

8：24 9：24 10：24 15：00

⑱

能代松陽高校

8：25 9：25 10：25 15：01

⑲

ジェイコー
秋田病院

8：26 9：26 10：26 15：02

12：39
12：41
12：42
12：43
12：44
12：45

12：50
12：52
12：55
12：58

13：39
13：41
13：42
13：43
13：44
13：45

13：50
13：52
13：55
13：58

15：39
15：41
15：42
15：43
15：44
15：45

15：50
15：52
15：55
15：58

16：39
16：41
16：42
16：43
16：44
16：45

予約方法 各便運行開始時間
の１時間前までに電話（能
代 観 光 ☎ ・１ ３ ２ １） ま
たはスマートフォンアプリ
で乗車予約してください。

南部地区予約制乗合タクシー

52

利用動向を見ながら
本格運行に向けた取
り組みを続けます。

16：50
16：52
16：55
16：58

南部地区予約制乗合タクシーの運行内容を変更します

・火曜日や金曜日の利用が多く、午前８時～

10

４月１日㈭から

・乗降が多い停留所は中山（浅内）
、ザ・ビッ

昨年 月から運行を開始し
た南部地区予約制乗合タク
シーは、スマートフォンのア
プリ予約などの新しい試みも
取り入れながら、試験運行を
実施しています。これまでの
利用実績を踏まえ、さらなる
利用促進を図るため、４月か
ら運行内容を一部変更しま
す。お気軽にご利用ください。
増設する停留所 ドコモショッ
プ能代中央店、カーブス能
代出戸本町、能代松陽高校
運賃 １回２００円
（未就学児童は無料）
運行日 月〜金曜日
（ 土・日・１月１日は休み）

運行実績（令和２年 10 月～令和３年２月）
・運行回数 244 回で 323 人が利用しています。

※試験運行期間のため、時刻表が変更になる場合あります。予約時にご確認ください。

◆ドコモショップ能代中央店

◆カーブス能代出戸本町

◆能代松陽高校

ココ

101

●ドコモショップ
能代中央店

７
ココ

南能代
交番
●

●カーブス
能代出戸本町
能代消防署
●
能代松陽高校
●

能代
● 第二中学校

K!! 新型コロナウイルス
感染拡大の防止に取り組んでいます

CHEC

バスやタクシーなどの公共交通事業者は、新型コロ
ナウイルス感染予防に取り組んでいます。安心してご
利用ください。
■主な取り組み
・乗務員の健康管理を実施
・車内では定期的に換気や消毒を実施
・運転席と座席の間に飛沫防止ビニールシートを設置

7

ココ
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●
能代松陽高校

JCHO
秋田病院

小・中学生の皆さん、
春休み（４月５日㈪まで）は
バスを特別運賃で利用できます。
〈運賃〉
小学生１乗車50円、中学生１乗車100円
※支払いは現金のみ

〈路線〉
巡回バス、二ツ井コミュニティバス、
路線バス（高速バスなどを除く）

令 和３年 度

スポーツカレンダー
能代市で開催される主なスポーツ大会

月

日

大会・イベント名

10日㈯ 〜11日㈰、
４月 17日㈯ 〜18日㈰
24日㈯ 〜25日㈰

場

所

リトルシニア春季秋田県支部大会

赤沼球場、二ツ井球場

秋田県空手道選手権大会

能代市総合体育館

15日㈯

秋田県中学校春季柔道大会

能代市総合体育館

15日㈯ 〜16日㈰

秋田県中学校春季バスケットボール大会

二ツ井町総合体育館

15日㈯ 〜16日㈰

秋田県中学校春季ソフトボール大会

ソフトボール場第一、第二

５月 22日㈯ 〜23日㈰

秋田県中学校春季ソフトテニス大会

落合テニスコート

29日㈯ 〜30日㈰

全国小学生ABCバドミントン大会秋田県予選

能代市総合体育館

29日㈯

船山旗争奪全県選抜剣道大会

B&G海洋センター

29日㈯ 〜６月１日㈫

秋田県高等学校軟式野球春季大会

能代球場

４日㈮ 〜７日㈪

秋田県高校総体バドミントン競技

能代市総合体育館

能代市中学校選抜卓球大会

二ツ井町総合体育館

全日本小学生女子ソフトボール大会秋田県予選

５日㈯ 〜６日㈰
６月 12日㈯ 〜13日㈰

７月

26日㈯ 〜27日㈰

全日本バレーボール小学生大会秋田県大会

４日㈰

秋田県ドッジボール選手権大会

ソフトボール場第一、第二
能代市総合体育館
（26日の
み）、二ツ井町総合体育館
能代市総合体育館

９日㈮ 〜13日㈫

全国高等学校野球選手権秋田大会

能代球場

８月 28日㈯ 〜29日㈰

秋田県高校女子ソフトボール選手権大会

ソフトボール場第一、第二

３日㈮ 〜５日㈰、11日㈯
11日㈯ 〜12日㈰、
９月
18日㈯ 〜20日（月・祝）
12日㈰

東北学童軟式野球新人大会秋田県大会

赤沼球場

リトルシニア秋季秋田県支部大会

能代球場、赤沼球場ほか

秋田県３×３バスケットボール日本選手権大会秋田県予選

能代市役所駐車場

秋田県高校中学校秋季体操競技大会

能代市総合体育館

秋田県高等学校軟式野球秋季大会

能代球場

２日㈯ 〜３日㈰
10月 ９日㈯ 〜12日㈫
16日㈯ 〜17日㈰

秋田県小学生選抜チーム野球能代大会

能代球場、赤沼球場ほか

13日㈯ 〜14日㈰

秋田県中学校秋季卓球大会兼全国中学校選抜卓球大会秋田県予選

能代市総合体育館

秋田県高等学校新人大会（空手道）

能代市総合体育館

北東北少年錬成大会（剣道）

能代市総合体育館

能代カップ中学校選抜バスケットボール大会

能代市総合体育館

秋田県クラブ対抗大会（バドミントン）

能代市総合体育館

11月 19日㈮ 〜21日㈰
28日㈰
12月 25日㈯ 〜26日㈰
３月 13日㈰

※全県大会以上の主な競技大会です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、各大会の日程が変更となる
場合があります。

14

11
30

14

54

11

13

22

45
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シルバースポーツの日

73

45

◆能代地域
日時 ４月 日㈫

45

〜令和４年３月 日㈫

19

月２回︵第２・４火曜日︶
午前９時 分〜 時 分
会場 能代市総合体育館
内容 気軽にできるニュースポーツや
軽運動を各自の体力に合わせて２・
３種目実施︵例 ミニテニス︑卓球︑
８人制バレー︑転倒予防運動など︶
定員 １２０人
申込み 電話で４月９日㈮まで
問合せ
能代市総合体育館☎ ・３６０７

◆二ツ井地域
日時 ４月 日㈪〜令和４年３月 日㈪
月２回︵月曜日︶
午前９時 分〜 時 分
会場 二ツ井町総合体育館
内容 気軽にできるニュースポーツや
軽運動を各自の体力に合わせて２種
目実施︵例 ミニテニス︑卓球︑ユ
ニカール︑転倒予防運動など︶
定員
人
申込み 電話で４月 日㈬まで
問合せ
二ツ井町総合体育館☎ ・６１１１

﹀﹀いずれも
対象 おおむね 歳以上の方
持ち物 内ズック︑飲み物︑タオル
参加料 ２５００円

※詳しい日程はお問い合わせください︒

60

30

8

能代市スポーツカレンダー

スポーツ施設のご案内
スポーツ施設
のご案内
●屋内施設
能代市総合体育館……☎54-3607
・体育場
・軽運動場
・格技場
・トレーニングルーム
B&G海洋センター／土床体育館／弓道場
……………☎54-4419
市民プール……………☎54-9445
屋内 ４月18日〜９月30日
（平日）午後１時〜７時
（土・日・祝日）午前10時〜午後７時
※夏休み期間中は変更あり
アリナス………………☎54-9200
・アリーナ
・ランニングコース（1周 215ｍ）
・温水プール
・トレーニングルーム
サン・ウッド能代………☎52-3121
二ツ井町総合体育館…☎73-6111
・メインアリーナ
・サブアリーナ
・ランニングコース（1周 200ｍ）
・トレーニングルーム
荷上場体育館…………☎73-3772
●屋外施設
落合第一球場／誠邦園球場／落合第二球場／
赤沼球場／公園テニスコート／落合球技場／
ソフトボール場第一・第二
≫いずれも
申し込みは能代市総合体育館へ
能代市陸上競技場……☎52-1085
能代球場………………☎54-8994
※予約は１カ月前から
落合テニスコート
申し込みはB&G海洋センターへ
のしろ風の松原マレットゴルフコース
申し込みはサン・ウッド能代へ
二ツ井球場……………☎73-6200
申し込みは二ツ井町総合体育館へ
二ツ井テニスコート…☎73-5016
休館日・利用状況については、各施設にお問
い合わせください。NPO法人能代市体育協
会のホームページで施設の予約状況が確認で
きます。
http://www.noshiro-sports.info/reserve/

9
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市民スポーツ教室
週１回のペースで、各コース４〜８回を予定してい
ます。
①体験版！ファミリースポーツ
（親子でいろいろなスポーツを楽しもう）
②体験版！他種目スポーツ教室
（すぐできるスポーツで楽しもう）
③体験版！エアロビクス教室
（初心者向けの基本の動きを覚えよう）
※日程や場所、内容などは、その都度お知らせします。

Ｂ＆Ｇマリンスポーツ教室
カヌーやヨット、ウインドサーフィンなど、太陽を
いっぱい浴びて楽しみながら学びましょう。専門の指
導員が指導します。
日時

６月13日㈰〜９月19日㈰

場所

Ｂ&Ｇ艇庫・米代川河口

対象

小学３年生以上

※用具は全て貸し出します。日曜日以外の日、団体でのご
利用はお問い合わせください。

ＮＰＯ法人スポカルきみまち
ＮＰＯ法人スポカル
きみまち
二ツ井地域では、総合型地域スポーツクラブ「NPO
法人スポカルきみまち」が、各年齢層を対象にスポー
ツ教室やレクリエーションを行います。
種目

筋肉貯筋運動、ストレッチポール教室、らくゆ

ら体操教室、ラージボール卓球、ミニテニス、ウオー
キング、ボクシングフィットネス、フットサル、ジュ
ニア陸上、スキー教室、各種体験教室など
※日程や場所などは、その都度お知らせします。

スポーツに関すること、ニュースポーツ用
具の貸し出し、スポーツ安全協会保険各種、
大会講習会などについては、能代市総合体育
館（☎54-3607）、または二ツ井町総合体育
館（☎73-6111）へお問い合せください。

市役所からのお知らせ

市政
トピックス

https://www.city.noshiro.lg.jp
□本庁舎（代表☎52ｰ2111）

3月9日、市役所で地域おこし協力
隊の委嘱状交付式が行われ、中心市
街地活性化担当として3月1日に着任
した鈴木保博さんと田中優花さんに、
齊藤市長が委嘱状を手渡しました。
鈴木さんはネットショッピングに関
するセミナー講師の経験を、田中さ
んは東京都のアパレル企業に勤務し
ていた経験を生かしながら、活動し
ていきます。

〒018 -3192 能代市二ツ井町字上台 1-1

間伐木を売却します

市有物件

市民菜園利用者を
募集します

農作物を育ててみませんか

69

河戸川字下大須賀地内の市
民菜園利用者を募集します︒
利用期間
４月 日㈰〜 月 日㈫
利用対象 市内に居住し︑耕
地を有しない方︒
利用区画 全 区画︵１区画
あたり約 平方メートル︶

29

※１世帯１区画です︒菜園には
駐車場︑簡易トイレ︑突き井
戸を設置しています︒

農業振興課
☎ ・２１８３

費用 年１５００円︵市民菜
園利用者協議会加入分︶
申し込み ３月 日㈪〜４月
日㈬の間に農業振興課窓
口で直接申し込みをし︑そ
の場で区画の抽選を行いま
す︒
14

入札に参加を希望する場合
は︑４月８日㈭までに︑競争
入札参加願を提出してくださ
い︒詳しくはお問い合わせく
ださい︒
︻売却① 間伐木︵杉︶︼
長級 ３・６５ｍ︑４ｍ
生産現場
久喜沢字深沢
２
本数 ６１９０本

10

※電話などでの申し込みは受け
付けません︒

問合せ
89

124

材積 １３０２・２２７㎥
︻売却② 間伐木︵杉︶︼
長級 ３・６５ｍ︑４ｍ

分まで

50

生産現場 二ツ井町苅又石字
５
片カリ杉
本数 ２３１９本
材積 ４６１・１２３㎥
﹀
﹀いずれも
入札日時
４月９日㈮午前 時

30

51,233人 （−106）
23,698人
（−41）
27,535人
（−65）
24,222世帯 （−25）

18

33

60

11
30

︶
は前月比

口
男
女
世帯数

︵

能代市の人口（2月末現在 ）

人

※午前９時 分〜９時
受付

入札場所 本庁舎会議室２
入 札 保 証 金 入 札 金 額 の １００
分の５以上に相当する金額
を入札当日受付に納付
問合せ 市有財産活用室
☎ ・２１２３

89

〒016 - 8501 能代市上町 1-3

□二ツ井町庁舎（代表☎73ｰ2111）

畠町新拠点からのお知らせ

3/25
Release

能代をイメージした

オリジナルデザイン
問合せ

婚姻届 完成！

地域おこし協力隊 佐藤香蓮☎ 080‑9553‑5066

右のＱＲコードを読み込むか、ＵＲＬを入力しホーム
ページにアクセスすると、婚姻届がダウンロードできま
す。ご自宅のプリンターやコンビニのコピー機でＡ３用
紙に印刷してご使用ください。
地域おこし協力隊

婚姻届ダウンロードページ
https://noshiroorikon.wixsite.com/forever-happy

佐藤香蓮さんからのメッセージ

自分の結婚を機に「能代のオリジナルデザインの婚姻
届」を思いつき、新しいスタートを迎えるお二人へ、みん
なで温かい祝福を贈りたいという想いで作りました。市出
身のメンバーとバスケ、風車や宇宙など能代をイメージし
たテーマで作りました。
能代にご縁がある方々の記念すべき瞬間をさらに盛り上
げられたら嬉しいです。
広報 のしろ 3. 3. 25

10

毎月19日と第３日曜日は「のしろ食育デー」

問合せ

農業振興課☎89 2182

活用団体を募集します
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、補助金の活用団体を募集します。

●活動の拠点が市内にある。
●５人以上の団体で、半数以上の方が市内に居住し
ている。
●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。
補助額
補助対象経費の３分の２以内（上限30万円）
補助対象経費の10分の９以内（上限90万円）
※対象事業により補助額が異なります。

※募集要項と申込用紙は、市民活力推進課や地域局総
務企画課、市民活動支援センターに設置しているほ
か、４月１日㈭からは市ホームページでもダウンロー
ドできます。

問合せ

市民活力推進課☎89-2212

89-1770

マイナンバーカード
４・５月
休日窓口開設日のお知らせ
４・５月の休日窓口開設日は以下のとおりです。
窓口が混み合う場合がありますので、時間に余裕を
持ってお越しください。
４月の開設日

５月の開設日

11日㈰、25日㈰

９日㈰、23日㈰

開設時間はいずれも 午前９時〜午後１時
開設場所
対応業務

本庁舎市民保険課⑧〜⑮番窓口

●マイナンバーカード、電子証明書の各種手続き
●マイナポイントの申し込み
※令和３年３月31日までにマイナンバーカードを申請
した方は、マイナポイントの申し込みをすることが
できます。

問合せ マイナンバーカードに関する問合せ 市民保険課☎89‑2133
マイナポイントに関する問合せ
商工港湾課☎89-2186
11
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16

②消防総合訓練︵能代消防署︶
日時 ４月４日㈰午前８時

４月下旬にプレゼンテーションを行っていただ
き、審査会を経て認定団体を決定します。
申込み ４月１日㈭〜 14日㈬までに申込用紙を市
民活力推進課へ提出してください。

10

場所 第 防火地区︵柏子所
地内︶
③警戒広報
︻能代︑二ツ井消防署︼
消防署車が日中および夜間
に警戒広報します︒
︻能代消防署︼
各地区の婦人防火クラブ員
が夕方に巡回広報します︒
︻能代市消防団︼
分団車が︑午後７時〜９時
の間に自分団区域を警戒広報
します︒

選考方法

10

その火事を 防ぐあなたに 金メダル

詳細は市ホームページをご覧になるか、市民活力推
進課までお問い合わせください。
対象団体

89

不法投棄は違法です

市民まちづくり活動支援事業補助金

春の火災予防運動を
実施します

これからは︑火災が発生し
やすい時季を迎えます︒住宅
用火災警報器の定期的な点検
や交換︑消火器の設置など日
ごろからの備えで火災発生を
防ぎましょう︒
期間 ４月４日㈰〜 日㈯
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

令和３年度

不法投棄は絶対に
やめましょう

不法投棄やポイ捨ては土地
を管理する方にとって大変な
負担となる違法行為です︒不
法投棄などには５年以下の懲
役もしくは１０００万円以下
︵法人の場合は３億円以下︶
の罰金︑またはその両方が科
せられます︒ごみを捨ててい
る人を見かけたら︑市役所や
警察に通報してください︒

で４月４日㈰と７日㈬の午前
時に１回ずつ行います︒

問合せ
環境衛生課
☎ ・２１７２

４月は１8日㈰と１９日㈪です。
「毎日３食きちんと食べよう」

空間放射線量の測定結果

測定結果は県内の通常レベル（0.02 〜 0.09μSv/h）
問合せ 環境衛生課☎89‑2173
の範囲内です。
単位：μSv/ｈ（マイクロシーベルト毎時）
測定場所
数値
市役所本庁舎
0.05
市役所二ツ井町庁舎
0.04
２月19日㈮ 一般廃棄物最終処分場
（中央）
0.03
一般廃棄物最終処分場
0.04
（中央から50ｍ地点）
測定日

消費一口メモ 142

暗号資産（仮想通貨）の勧誘トラブルに注意！
インターネットを通じて取引される暗号資産をめぐ
り、電話勧誘や訪問販売によるトラブルが全国的に増
加しています。
「必ず儲かる」などの言葉に惑わされ
ず、価格変動のリスクなど、取引内容がよくわからず不
安な場合は契約しないようにしましょう。
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
い

や

や

対象 65歳以上の方のみの世帯など
交付枚数 16枚／年間

長寿いきがい課
☎ ・２１５６
地域局市民福祉課
☎ ・５５００

89

73

12

広報 のしろ 3. 3. 25

新年度分

のご案内

在宅で要介護認定を受けている
市民税非課税の方、またはその方を
介護している方
対象品目 おむつ、パッド、清拭剤、

福祉サービス券

軽度生活援助事業
利用券（シルバー券）

みんな の
健康・福祉

家族介護用品
購入費助成券（おむつ券）

対象 市内に住所がある 歳
以上の方
対象路線 秋北バスが運行す
る一般路線バスで︑市内の
バス停とバス停の区間
はり・きゅう・マッサージなどの治
療院で利用できる施術券を交付します。
対象 65歳以上で、世帯全員が市民税
非課税の方
助成額 施術１回につき800円
交付枚数 10枚／年

子育て祝い金制度

※巡回バス﹁はまなす号﹂
﹁し
ののめ号﹂および高速バスは
除きます︒

申 請 場 所 本 庁 舎 総 合 窓 口︑
市 民 保 険 課 ⑯ 〜 ⑱ 番 窓 口︑
地域局市民福祉課④番窓
口︑各地域センター︑富根
出張所
持ち物 介護保険被保険者証
※介護保険被保険者証は︑ 歳
になる月の初めにご自宅に郵
送しています︒

申請方法やその他交付要件など詳しくはお問い合わせください

入学祝い金をお贈りします

子育て支援課
☎ ・２９４６

市では子どもたちの入学を
祝福し︑子どもを生み育てや
すい環境づくりを進めるため
祝い金をお贈りしています︒
対象となる方へ︑４月上旬
に市から申請書を郵送します︒
必要書類や記入方法など︑詳
しくはお問い合わせください︒
支給額 小学生 ２万円
中学生 ３万円
問合せ

乗車証をお持ちで︑介護認定・
介護区分を変更する方へ
介護認定・介護区分変更の
ため︑被保険者証をお持ちで
ない方には︑被保険者証更新
中の証明書を交付します︒乗
車証の貼られた透明なカバー
のみでは２００円でバスを利
用できませんのでご注意くだ
さい︒
問合せ

2,500 円／月

1枚につき300円

※交付後に要介護区分が変更になった場
合は、変更後の要介護区分に応じて助
成券を交換できます。

歳以上の皆さんへ

元気・交流２００円バスを
ご活用ください
市では︑ 歳以上の方が市
内の路線バスを利用する際︑
乗車証を提示することで１回

長寿いきがい課
☎ ・２１５６
地域局市民福祉課
☎ ・５５００

・要介護１または２

・生活保護受給世帯 無料
・同居者全員が市民税非課税
1枚につき100円
・同居者に市民税課税者がいる

問合せ

6,250 円／月
5,000 円／月

利用負担金

・要介護４または５
・要介護３

※１枚につき援助員１人が１時間の作業
を行います。

カバー
助成額 おむつ使用者の要介護度が

用できる券 12枚
・除雪専用の券 ４枚

防水シーツ、使い捨て手袋、おむつ

・草取りや軽度な作業、除雪などに使
理容師や美容師が自宅を訪問し、調
髪のサービスを受けられるサービス券
を交付します。
対象 在宅で寝たきりの市民税非課税
の方
交付枚数 ４枚／年

交付します

はり・きゅう・マッサージ
施術券

65

65

4/1から
訪問理容サービス券

対象

89

の乗車運賃の上限を２００円
とする﹁元気・交流２００円
バス事業﹂を行っています︒
利用には申請が必要です︒

65

※一度交付を受けた方は更新の
必要はありません︒

89

73

65

みんなの健康・福祉

89

15：00〜16：00 能代工業団地交流会館
18日㈰

10：00〜11：30 いとく能代ショッピングセンター

※11：30〜13：30の間で
献血
キャンペーン 13：00〜16：00
１時間程度中断します。

※４月は
﹁身体障害﹂﹁視覚障害﹂
のピアカウンセラーが対応し
ます︒

89 89

※手話通訳者が必要な方は事前
にご連絡ください︒

問合せ とらいあんぐる
☎ ・６３３３
・６３３５

ドリームの会

30

家族介護者の集いを開催
します

☎ ・３４６７

53

﹁ 転 ぶ︑ 寝 た き り︑ に な ら
ない生活防衛術﹂をテーマに
講演を行います︒
日時 ４月９日㈮

時間 午後１時 分〜３時
場所 サンピノ
定員
人
申し込み ４月５日㈪までに
電話で
問合せ ドリームの会︵奥村︶
40

お気軽においでください

11：00〜12：00 木材高度加工研究所

安心して出産を迎えましょう

６日㈫

ピアカウンセリングを
行います

9：45〜10：15 秋田いすゞ自動車能代営業所

妊婦さんの栄養相談・
健康相談に応じます

所

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 ４月 日㈯
午後１時 分〜３時
場所 とらいあんぐる

場

﹁ちょこっと﹂したことで
も お 気 軽 に ご 利 用 く だ さ い︒
パートナーやご家族の方も
参加できます︒
日時
月 日㈪
午後１時 分〜２時 分
場所 本庁舎会議室２
申し込み 前日までに電話で

付

※都合がつかない方はご相談く
ださい

問合せ 能代保健所 ☎52‑4333
健康づくり課☎58‑2838

めんｃｈｏｃｏてらす
☎ ・２９４８

受

問合せ

４月の
献血日程

４

30

26

30

10

30

４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

６日㈫

９日㈮

主な内容

０歳児ひろば・６カ月未満児
（身体測定・親子ふれあい遊び）
０歳児ひろば・６カ月以上児
（身体測定・親子ふれあい遊び）

場

所

高齢者友愛
センター

みんな一緒（全年齢児）
（身体測定・親子ふれあい遊び）

26日㈪

誕生会
（親子体操・パネルシアターなど）

おでかけひろば
30日㈮ （多宝院の桜を見にいこう！）
※４月12日㈪から受付

能代市
総合体育館

檜山地域
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〜土曜日（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

主な内容

場

一緒に遊ぼうね！
６日㈫
（はじめましてよろしくね！）
一緒に遊ぼうね！
７日㈬
（手遊び・体操など）
０歳児ひろば
13日㈫
（身体測定・親子ふれ合い遊び）

所

二ツ井
公民館
さんぽえむ

二ツ井
公民館
二ツ井
15日㈭ はらぺこあおむしさんの絵本デー
図書館
一緒に遊ぼうね！
道の駅
20日㈫
（道の駅で遊ぼう！）
ふたつい
作って遊ぼう！
二ツ井
21日㈬
（こいのぼりを作ろう！）
公民館
おでかけひろば
桜づつみ
27日㈫
（お散歩に出かけよう♪）
公園
二ツ井
28日㈬ 誕生会
（身体測定・お楽しみ劇場）
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
火・水 ています。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。
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

注： 申 は事前に電話
などでお申し込
みください。

■つどいの広場 ｢ぽけっと｣（無料の遊び場）☎080-3206-1299

■あそびの広場 ぱれっと

時間

●木のおもちゃであそぼう
日時 ４月28日㈬午前10時〜午後０時30分
場所 能代山本広域交流センター
対象 乳幼児と保護者
費用 200円
持ち物 おにぎり、おわん、はし、スプーン、おてふき、飲み物
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。

午前９時30分〜正午
※１回の利用は２時間程度まで
午後１時〜４時30分
定員 15人程度
場所 イオン能代店３階
お休み 18日㈰、28日㈬、29日（木・祝）、30日㈮
●ぐるぐるぺったん（いっしょにつくろう！）
「こいのぼりと一緒に はいポーズ！」

13

期日

14日㈬ みんなで遊ぼう！（風船で遊ぼう！）

１歳以上児ひろば
13日㈫
（身体測定・親子ふれあい遊び）
22日㈭

■さんぽえむ・すくすくひろば（午前９時30分〜午後１時）
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☎090-5832-0303（菊池）
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市では重度の障がいがある方の社会参加を促
進するため、行事や通院に利用するタクシー料
金の助成や、人工透析治療のための通院に使用
する自動車の燃料費助成を行っています。
新年度分を受け付けますので、次のものを持
参して申請してください。なお、重複しての申
請はできません。

身体障害者等タクシー利用券
などの申請を受け付けます

タクシー利用券

視覚障害者の支援のため

45

10

点訳・音訳奉仕員
養成講座を開催します

10

視覚障害がある方の読書環
境を整える点訳・音訳奉仕員
養成講座を開催します︒
期間 令和３年６月２日〜
令和４年３月２日︵全 回︶
●点訳⁝毎週水曜日︵予定︶
●音訳⁝毎週木曜日︵予定︶
時間 午前 時〜正午
受講料 無料︵テキスト代は
自己負担︶

11

定員 各講座 人程度
︻事前説明会︼
日時 ５月７日㈮

午前 時〜 時 分
場所 秋田県点字図書館︵秋
田市土崎港南３丁目２ ‑︶
申し込み ４月１日㈭〜５月
６日㈭の間に電話で

問合せ 秋田県点字図書館
☎０１８・８４５・００３１

10

身体や精神に障がいをお持ちの方へ

20

障がいのある方の社会参加促進のため

重度障がい者（児）

20

各種手当のご案内

︻特別児童扶養手当︼
身体または精神に障がいの
ある 歳未満の児童を監護・
養育している方が受給するこ
とができます︒
︻特別障害者手当︼
歳以上で身体または精神
に著しく重度の障がいがあ
り︑在宅において常時特別の
介護を必要とする方に支給し
ます︵施設入所者︑長期入院
者は除く︶
︒
︻障害児福祉手当︼
特別障害者手当の要件をお
おむね満たす 歳未満の方に
支給します︵施設入所者は除
く︶
︒

※手当の受給には所得制限など
の要件があります︒詳しい内
容や申請方法については︑お
問い合わせください︒

問合せ
福祉課
☎ ・２１５３

89

20

重度障がいで人工透析治療中の方
タクシー利用券

自動車燃料費助成券

身体障害者手帳１・２級、

対 象 者

助成内容

持 ち 物

療育手帳Ａ、精神障害者
保健福祉手帳１級をお持
ちの方

身体障害者手帳１級で、腎臓機能障害による人工透析治療のた
め、週２回以上、医療機関に自家用車などで通院している方

初乗り運賃無料

初乗り運賃無料

燃料費助成500円分

※月２枚交付（最大24枚）

※月２枚交付（最大24枚）

※月２枚交付（最大24枚）

※市民税非課税世帯の方は
月４枚（最大48枚）

※市民税非課税世帯の方は
月４枚 （最大48枚）

身体障害者手帳、次の医療証

身体障害者手帳、運転免許証、

のうちお持ちのものすべて
・自立支援医療受給者証
・特定疾病療養受療証

車検証、次の医療証のうちお
持ちのものすべて
・自立支援医療受給者証

障害者手帳

・特定疾病療養受療証

問合せ 福祉課☎89-2153 地域局市民福祉課☎73-5500
広報 のしろ 3. 3. 25
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みんなの健康・福祉

５ 歳 児 親子相談日程
問合せ

学校教育課☎73-5281

この相談は、３歳児健診から就学時健診（年
長）への橋渡しとして、市内の全５歳児（年中）
と保護者を対象に行っています。昨年度実施で
きていない方も参加をお願いします。

個別に案内します。

受付時間
誕生月
４月生
５月生
６月生
７月生
８月生
９月生

相談日
５月20日㈭
６月17日㈭
７月 １日㈭
７月15日㈭
８月19日㈭
９月21日㈫

誕生月
10月生
11月生
12月生
１月生
２月生
３月生

乳 幼 児 健康診査日程

受付時間 午後０時30分〜１時
場所 保健センター

問合せ

持ち物

めんchoco てらす☎89-2948

令和３年度の日程をお知らせします。乳幼児
健診の対象となる方へは個別に通知します。

４カ月児健康診査
誕生年月

実施日

場所

保健センター

※送迎を希望される方は、学校教育課にご相談を。
相談日
10月21日㈭
11月25日㈭
12月16日㈭
１月17日㈪
２月 ３日㈭
２月21日㈪

母子健康手帳、健診問診票、マスク、
上履きなど

※送迎車をご利用希望の方は保健センターへご連絡を。
（保健センター☎58-2838）

７カ月児育児相談

10カ月児健康診査

誕生年月

実施日

Ｒ２年12月 ４月23日㈮、27日㈫

Ｒ２年 ９月

４月28日㈬

Ｒ２年 ６月 ４月20日㈫

Ｒ３年 １月 ５月26日㈬、28日㈮

Ｒ２年10月

５月31日㈪

Ｒ２年 ７月 ５月21日㈮、25日㈫

Ｒ３年 ２月 ６月22日㈫、23日㈬

Ｒ２年11月

６月29日㈫

Ｒ２年 ８月 ６月16日㈬、18日㈮

Ｒ３年 ３月 ７月28日㈬、29日㈭

Ｒ２年12月

７月30日㈮

Ｒ２年 ９月 ７月20日㈫、21日㈬

Ｒ３年 ４月 ８月25日㈬、27日㈮

Ｒ３年 １月

８月30日㈪

Ｒ２年10月 ８月20日㈮、24日㈫

Ｒ３年 ５月 ９月28日㈫、29日㈬

Ｒ３年 ２月

９月30日㈭

Ｒ２年11月 ９月22日㈬、24日㈮

Ｒ３年 ６月 10月27日㈬、28日㈭

Ｒ３年 ３月

10月29日㈮

Ｒ２年12月 10月19日㈫、20日㈬

Ｒ３年 ７月 11月24日㈬、26日㈮

Ｒ３年 ４月

11月30日㈫

Ｒ３年 １月 11月17日㈬、18日㈭

Ｒ３年 ８月 12月21日㈫、22日㈬

Ｒ３年 ５月

12月27日㈪

Ｒ３年 ２月 12月15日㈬、17日㈮

Ｒ３年 ９月 １月26日㈬、27日㈭

Ｒ３年 ６月

１月31日㈪

Ｒ３年 ３月 １月20日㈭、25日㈫

Ｒ３年10月 ２月22日㈫、24日㈭

Ｒ３年 ７月

２月28日㈪

Ｒ３年 ４月 ２月16日㈬、17日㈭

Ｒ３年11月 ３月22日㈫、23日㈬

Ｒ３年 ８月

３月25日㈮

Ｒ３年 ５月 ３月16日㈬、18日㈮

１歳６カ月児健康診査
誕生年月

実施日

Ｒ１年 ９月 ４月14日㈬、16日㈮
Ｒ１年10月 ５月18日㈫、19日㈬

２歳児歯科健康診査
誕生年月
Ｈ30年10月
Ｈ30年11月

受診期間
４〜５月

誕生年月

実施日

３歳児健康診査
誕生年月

実施日

Ｈ29年10月 ４月 ９日㈮、13日㈫
Ｈ29年11月 ５月11日㈫、13日㈭

Ｈ30年12月

５〜６月

Ｈ31年 １月

６〜７月

Ｈ31年 ２月

７〜８月

Ｈ31年 ３月

８〜９月

Ｈ30年 ２月 ８月 ４日㈬、 ６日㈮

Ｒ２年 ２月 ９月15日㈬、16日㈭

Ｈ31年 ４月

９〜10月

Ｈ30年 ３月 ９月 ７日㈫、 ８日㈬

Ｒ２年 ３月 10月13日㈬、15日㈮

Ｒ１年 ５月

10〜11月

Ｈ30年 ４月 10月 ８日㈮、12日㈫

Ｒ２年 ４月 11月11日㈭、16日㈫

Ｒ１年 ６月

11〜12月

Ｈ30年 ５月 11月 ５日㈮、 ９日㈫

Ｒ２年 ５月 12月10日㈮、14日㈫

Ｒ１年 ７月

12〜１月

Ｒ１年 ８月

１〜２月

Ｈ30年 ６月 12月 ７日㈫、 ８日㈬

Ｒ１年 ９月

２〜３月

Ｒ１年11月 ６月11日㈮、15日㈫
Ｒ１年12月 ７月14日㈬、16日㈮
Ｒ２年 １月 ８月17日㈫、18日㈬

Ｒ２年 ６月 １月18日㈫、19日㈬
Ｒ２年 ７月 ２月10日㈭、15日㈫
Ｒ２年 ８月 ３月11日㈮、15日㈫
15
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※２歳児歯科健診は、直接協力医療
機関で受診してください

Ｈ29年12月 ６月 ８日㈫、 ９日㈬
Ｈ30年 １月 ７月 ７日㈬、13日㈫

Ｈ30年 ７月 １月12日㈬、13日㈭
Ｈ30年 ８月 ２月 ８日㈫、 ９日㈬
Ｈ30年 ９月 ３月 ８日㈫、 ９日㈬

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。

文化による地域の元気
創出事業のご案内

県文化振興課☎018 – 860 – 1530
県では、文化振興に貢献する、民
間団体の各種文化事業や後継者の育
成を助成しており、事業の活用団体
を 募 集 し て い ま す。 募 集 内 容 の 詳
細や申込様式は「ブンカDEゲンキ」
WEBサイトからご確認いただくかお
問い合わせください。
募集期間 ４月５日㈪まで（必着）
補助金額
通常枠 上限40万円
交流人口拡大枠 上限300万円
対象経費 催事の会場費、設営費、
印刷費、広告宣伝費や史料価値の
ある図録・記念誌の制作費など

図書館

４月の行事案内

能代図書館 ☎54 – 1114
●図書館映画上映会

二ツ井図書館 ☎88 – 8853
●おはなし会
◆すくすくひろば「えほん楽しいね！」

日時／内容 ４月18日㈰
午前11時～「イソップものがたり」
（アニメ／ 33分）
午後２時～「天使のいる図書館」
（日本／ 2017年／カラー／ 108分）
＞＞いずれも
定員 各先着20人
申し込み 電話かカウンターで直接

日時 ４月15日㈭午前11時～

●４月のテーマ展示

一般「季節の変わり目 リフレッシュ法」
児童「体を動かしてみよう！」

父と娘の認知症日記
著：長谷川和夫、南髙まり
出版社：中央法規

●おはなし会
◆ホワイトブックス

認知症専門医・長
谷川和夫氏の60年の
記録を実娘と共にま
とめた１冊。「今を
生きるということが
華だ。誰かのために
尽くしたい」と語っ
ているのが印象深い。本人も家族
も大変だけど幸せ。

日時 ４月24日㈯午後２時～

●おやこわいわいルーム

日時 ４月24日㈯・25日㈰
午前９時～

●４月のテーマ展示
ブンカ DE ゲンキ
ホームページ

公共職業訓練アビリティ
コース６月期生募集

ポリテクセンター秋田☎018–873–3178

●テクニカルオペレーション科

定員 15人
訓練期間 ６月２日㈬～ 11月30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30日㈫～４月22日㈭
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。

図書館
の
新着図
書

一般「育てる喜び-家庭菜園-」
児童「春 るんるんランラン♪」

＜４月の休館日＞
能代図書館・・・・・・１日㈭、毎週月曜日
二ツ井図書館・・・毎週火曜日、30日㈮

市役所市民ギャラリーの利用者を募集しています
市民ギャラリーは開庁日に誰でも自由にご覧いただけるスペースです。
皆さんの作品を展示してみませんか。
詳細はお問い合わせください。

問合せ 総務課☎ 89-2113

広告
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子ども館だより

に ほ ん ご こ う ざ

日本語講座

にほんごがくしゅうかい

のしろ日本語学習会
きたがわ

☎090–3640–0459
（北川）
に ほ ん ご

にほん

ぶんか

べんきょう

日本語や日本の文化について勉強
はなみ

さどう

ちゃかい

ぼん

します。お花見や茶道（お茶会）
、盆
おど

かい

さんか

踊り会などもありますので参加して
みませんか。
のしろ し

たいしょう

対象

かた

す

がいこくしゅっしん

能代市に住んでいる外国出身

の方

か よ う び

がつ

にち

【火曜日コース（４月６日㈫から）】
にちじ

まいしゅう か よ う び ご ご

ばしょ

ちゅうおうこうみんかん

じ

じ

日時 毎週火曜日午後７時～９時
場所 中央公民館
もくようび

がつ

にち

【木曜日コース（４月８日㈭から）】
にちじ

まいしゅうもくよう び ご ぜ ん

じ

しょうご

日時 毎週木曜日午前10時～正午
ばしょ

はたら

ちい

こ

ふじん

いえ

場所 働く婦人の家

いっしょ

さんか

※小さい子どもと一緒に参加できます。
ていいん

にん

定員 40人
ひよう

だい

費用 テキスト代

日本語指導ボランティア
養成講座 受講生募集

のしろ日本語学習会
☎090–3640–0459
（北川）

日本語指導方法の基礎を学習しま
す。
日時 講義 日曜日（月１回）
午前10時～正午
実地講習 火曜日（月１回）
午後７時～９時
※開講式は４月11日㈰午前10時～

場所 中央公民館
対象 18歳以上で、能代市に住んで
いる方または勤めている方（外国
語が話せる必要はありません）
定員 20人
費用 テキスト代

親子わくわく教室

子ども館☎52 – 1277

中央公民館☎54 – 8141

●プラネタリウム臨時投映「星時間」
～春の星座と神話～

●親子わくわくクッキング♪
ライスボールを作ろう！

春の星座をテーマとしたプラネタ
リウム番組を投映します。子ども館
スタッフによる生解説もあります。
日時 ４月３日㈯
午後２時～（約 30 分）
観覧料 中学生以下無料
一般１人１回 340 円
定員 当日先着 50 人

子どもが食べやすい「ライスボー
ル」を６個作ります。
親子で協力しながら、調理の段取
りや基本を学びます。
※調理・片付けをしながら終了となり、
持ち帰りとなります。

日時 ４月24日㈯
午前10時～正午
場所 働く婦人の家
対象 市内に在住する３～６歳の未
就学児童（平成27年４月２日～平
成30年４月１日生まれ）とその保
護者

●プラネタリウム臨時投映
「かぐやとＫＡＧＵＹＡ」
～月が地球にくれた贈り物～

満月にあわせ、月をテーマとした
プラネタリウム番組を投映します。
日時 ４月 24 日㈯
午後２時～（約 30 分）
観覧料 中学生以下無料
一般１人１回 340 円
定員 当日先着 50 人

※保護者が対応できる範囲のきょうだ
いの参加可

講師 diningきいmon 木元 徹さん
定員 先着10組20人
費用 300円
持ち物 エプロン、三角巾、食器ふ
きん、台ふきん、持ち帰り容器
申し込み ４月３日㈯午前９時から
電話で（土・日・祝日可）

＜４月の休館日＞
５日㈪、12日㈪、19日㈪、
23日㈮、26日㈪、30日㈮

雪割草展

能代エナジアムパーク☎52 – 2955

能代白神山草会が早春の雪割草を
展示します。
日時 ４月３日㈯、４日㈰
午前９時30分～午後４時30分
※４日㈰は午後４時で終了。

好きなガッコ喰えなくなり、
お茶やみそ汁むせる人
是非一度ご相談ください！

医療法人
佳 聖 会

みなみ歯科

☎52‐8117

理事長

深川聖彦

能代市河戸川大須賀 52-3

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

訪問診療 ご自宅・施設へ伺います。
スマホ
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検索

●毎月

福祉・健康カレンダー

日・

10

Calendar 4 月 2021 April

【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木
2金
3土
4日
5月
6火
7水
8木
9金
10

土

11 日
12

18 日
19
20 火
21 水
22 木
23 金
24 土

休 日 診 療
当番医 小児科

成田産婦人科医院 ☎52-3317
平野医院 ☎54-3181

おひさまサロン あったかい わ
日時 ４月４日㈰ 13：00 〜 15：00
場所 市民プラザ

サロン アロハ サロン アロハ
日時 ４月５日㈪ 13：00 〜 15：00
場所 中央公民館
サロン「リラタイム」 和絆
日時 ４月５日㈪、15日㈭、25日㈰ 14：00 〜 16：00
場所 浄徳寺

３歳児健診／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
※４月８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
当番医 小児科

小野医院 ☎53-2700
石川こどもクリニック ☎52-8558

３歳児健診／保健センター
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
休 日 診 療
当番医 小児科

能代循環器・呼吸器内科 ☎52-7890
ねもとクリニック ☎52-8777

月

10カ月児健診／保健センター

かだって、かだるべ「交流サロン」 精神保健福祉 萌の会
日時 ４月８日㈭ 13：00 〜 15：00
場所 サンピノ
ほっと・サロン ふれあいの W A
日時 ４月10日㈯ 9：00 〜 12：00 場所 二ツ井公民館
日時 ４月20日㈫ 13：00 〜 15：00 場所 市民プラザ
話っこサロン つながる♡輪
日時 ４月12日㈪ 13：00 〜 15：00
場所 市民プラザ
ごっこサロン ゴッコの会
日時 ４月16日㈮ 13：30 〜 15：30
場所 市民プラザ
コーヒーサロン ひとやすみ ひとやすみ
日時 ４月17日㈯ 13：00 〜 15：00
場所 サンピノ
サロン さんぽ道 らく・楽
日時 ４月22日㈭ 13：30 〜 15：30
場所 やさしい風「健康館」

４カ月児健診／保健センター

再生紙を使用しています︒
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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）
月
妊婦さんの相談日13：30 〜／市役所会議室２
※前日までめんchocoてらすへ要予約（☎89-2948）

手作りの紙鍵盤を使って指の運動

環境にやさしい植物油インキを使用しています︒

４カ月児健診／保健センター

サ

７カ月児育児相談／保健センター
休日当番医 診

療

関医院 ☎73-2811

※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 の 参 加 者 は︑ 小 学 生 か
ら 代 ま で と 幅 広 く︑ 人
以上が集まるので毎回大変にぎ
わっています︒卓球をしたり話を
したり︑過ごし方は自由ですがた
くさん用意しているゲームが好評
です︒頭の体操になる手作りゲー
ムやパズルゲームで楽しいひとと
きを過ごしませんか︒
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♥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
※４月23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 鹿渡内科医院（三種町）☎87-3030
当番医 小児科 石川こどもクリニック ☎52-8558

27 火
28 水
29 木
30 金

サロンWAKABA わかばの会（若者・子育て世代の応援団）
日時 ４月２日㈮ 13：00 〜 15：00 場所 やさしい風「健康館」
日時 ４月６日㈫ 11：00 〜 15：00 場所 野ぼたん(上町）

お茶っこサロン 絆の会
日時 ４月５日㈪ 13：00 〜 15：00
場所 長崎集会所

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）

13 火
14 水
15 木
16 金
17 土

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！
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４月のサロン日程はこちら！

80

ひとやすみ
会員：９人
◆毎月第３土曜日にサン
ピノで「コーヒーサロ
ンひとやすみ」を実施。
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