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チンゲンサイを収穫したよ!

〜第四保育所年長児が地元農家で収穫体験 〜

広報
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Suzuki

した情報発信に力を入れてい

ることを決めました︒

長に良いと感じ︑能代市に戻

る田舎の暮らしが子どもの成

た が︑四 季 を 感 じ な が ら 遊 べ

気づきました︒能代市に行っ

とき﹁何もなくない﹂街だと

代市は︑協力隊の目線で見た

﹁何 も な い﹂と 思 っ て い た 能

こちらに住んでいた当時

●移住したい人を増やしたい

ン大会にも出場したいですね︒
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田 中 優 花 です

 田中優花さんのプロフィール

1992年生まれ
能代市出身
前職は株式会社ザラ・ジャパンに勤務
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●子どもの成長を考え帰郷

●若者やママへ有益な情報を

てみたい︑住んでみたいとい

きます︒楽しいイベントがた

市に移住相談した際に受け

う人を増やせるように頑張り

高校卒業と同時に就職のた

取った資料の中に地域おこし

ます︒また︑長くファッショ

くさんあるのに︑知る方法が

協力隊の募集を見つけ︑せっ

ン関連の仕事をしてきたので︑

め上京︒ファッション業界に

かく帰るのだから地元に貢献

いつか自分の店を開くのも夢

少ないと感じています︒若者

ミナーも行っていました︒協

する仕事に就きたいと思い応

です︒

やママたちに︑有益な情報が

力隊としては︑これまでの経

募しました︒今後は︑インス

入り︑バイヤーや商品企画︑

●県民の気持ちが熱い秋田へ

験を生かし︑インターネット

タグラムなどのＳＮＳを活用

店舗づくりなどに携わってき

地域おこし協力隊の仕事を

ショッピングを活用して市内

しっかりと届くように地元の

したいとずっと思っていまし

外からお金を持ってこられる

ました︒結婚もして︑夫と子

た︒いろいろ探している中で

魅力を伝えていきます︒

締め切りが一番早かったのが

ような取り組みを行いたいと

どもと３人で生活していまし

能代市︒以前︑仕事で秋田県

マラソンが趣味で毎日 ㎞

地元の埼玉県は海がなかった

走っています︒先日は八峰町
前職は︑インターネット関

ので︑能代市では海沿いのラ

うと応募しました︒

連会社に勤めていました︒ネ

ンニングを楽しみたいと思っ

までランニングしてきました︒

ットショッピングに関連する

ています︒きみまち二ツ井マ

サ イ ト の 立 ち 上げ に つ い て セ

出向いてネットショッピング

自治体や学校︑刑務所などに

担当︒人材育成にも力を入れ︑ ラソンなど︑能代市のマラソ

シ ス テ ム の 企 画・設 計 な ど を

●ネットショップを活用

知っていたので︑ここにしよ

考えています︒

 鈴木保博さんのプロフィール

に来たことがあり︑秋田の人

鈴 木 保 博 です
●趣味も楽しみたい

Yasuhiro
は気持ちが熱いということを

1961年生まれ
埼玉県熊谷市出身
前職はヤフー株式会社に勤務
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中心市街地活性化室 ☎ 89‐1414
問合せ

第70 回

地域おこし協力隊通信

任しました。これまでの経験を生かし、より良い街づくり

３月から、中心市街地活性化担当として２人の隊員が着
のために活動していきます。

桜 関連イベント情報
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4 ３月定例会市長説明
6 農業委員会からのお知らせ
7 バスケの街づくり市民チャレンジ事業
３ X ３フェスティバル
8 風しんの抗体検査・予防接種

能代公園春まつり（桜）
能代公園にはソメイヨシノなど約400本に及ぶ桜が植えられ
ています。能代公園は小丘陵になっていて、能代市街、米
代川から続く日本海、白神山地を眺望することができます。
公園からの景色と桜のコントラストをお楽しみください。
期 間 ４月 10 日㈯〜５月２日㈰
問合せ 能代観光協会 ☎ 88‐8802
※能代公園春まつり（ツツジ）は５月３日（月・祝）〜５月30日 ㈰ まで
開催します。

きみまち阪桜まつり
きみまち阪県立自然公園内にある約1500本の桜が見ごろ
を迎えます。開花後には桜のライトアップを行います。
期 間 ４月 15 日㈭〜５月５日
（水・祝）
問合せ 二ツ井町観光協会 ☎ 73‐5075

桜つつみ公園のライトアップ

9 新型コロナウイルス感染症関連情報

期 間
問合せ

10 商工業振興制度
12 話題ピックあッぷ（先月の出来事）
子ども園調理師おすすめの一品
14 市役所からのお知らせ
16 みんなの健康・福祉

開花〜５月５日（水・祝）午後６時〜 10 時
二ツ井町観光協会 ☎ 73‐5075

能代市役所さくら庭ライトアップ
さくら庭ライトアップが今年も始まります。青空の下の
桜とは一味違う、夜の幻想的な桜をご堪能ください。
日 時 ４月９日㈮〜５月上旬 午後６時〜10 時
場 所 能代市役所さくら庭
問合せ でらっとのしろ観光キャンペーン実行委員会
（観光振興課 ☎ 89‐2179）
※見学の際は密集を避け、一定の距離を置くなど感染症拡大防止
対策への協力をお願いします。

20 学びの情報箱
22 まちなか瓦版（講座案内）

広 報 ク イズ

23 あなたにタッチ ⁄ わたしの推し本 ほか
Ｑ1

紙

表

の

月

今

５月２日に柳町商店街などで大会が行われる、オリンピッ
ク種目にも追加されたスポーツ競技は ?
Ａ．スケートボード
Ｂ．スポーツクライミング
Ｃ．３ｘ３

チンゲンサイの収穫体験
Ｑ2

今年度の能代市表彰式で表彰の対象となったのは何人 ?
Ａ．47 人
Ｂ．57 人
Ｃ．67 人

■ 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。

３月17日、市の食育・地産地消推進
事業の一環で、第四保育所の年長児９
人がチンゲンサイの収穫を体験しまし
た。地元の農家の方から取り方のこつ
を教えてもらった園児らは、どんどん
収穫し、すぐに袋をいっぱいにしてい
ました。

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 ４月 26 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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日㈪から３月

日㈭ま

地域振興券︑能代市長期影響継続事業

もに︑能代市事業継続支援金︑のしろ

方への支援をしてきました︒

予などにより︑収入が大きく減少した

式会社から職員の派遣を受け︑連携し

設したほか︑東北電力ネットワーク株

日から

日︑２月４日

ています︒国からのワクチンの供給量

の方の接種を順次開始することとなっ

能代市生活バス路線維持費補助金︵新

交通事業者タクシー車両維持支援金︑

業者バス車両維持支援金︑能代市公共

域への不要不急の往来をできるだけ控

緊急事態宣言の対象地域や感染拡大地

染対策の徹底を呼び掛けるとともに︑

スクの着用や手洗いなどの基本的な感

火災多発警報を発令し︑市でも防災行

本部では︑２月１日から

いて︑能代山本広域市町村圏組合消防

建物火災は︑１月以降７件発生して

日

亡くなりになられた方々に対して︑ご

宅で２人の方が亡くなったほか︑

が多発しています︒１月７日から８日︑

また︑ひとり親世帯臨時特別給付金︑

には︑停電が長時間にわたったことか

でも被害が発生し︑１月７日から８日

業用施設などの破損︑倒木や公共施設

は︑家屋などの屋根︑シャッターや農

第

本因坊戦

申し上げます︒

害にあわれた皆さんに心からお見舞い

期七番勝負の第２局が５月

76

日︑

24

日に旧料亭金勇で行われることが決

25
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市議会３月定例会が︑市役所本庁舎

議場で２月

初日に行われた市長説明の概要を

お知らせします︒

総務課 ☎ ・２１１３

新型コロナウイルス感染症の対応

市としましては︑今後も感染症の影

問合せ

ワクチン接種については︑市町村を

者支援金︑能代市新型コロナウイルス

日︑

や供給時期をはじめ不確定要素が多い

型 コ ロ ナ 対 策︶
︑が ん ば る の し ろ の 商

えていただくようお願いしています︒

政無線で火災予防を徹底するよう周知
主な支援金などの実績ですが︑能代

ねてお願いします︒

の火災により１人︑２月１日の火災に

しています︒

応しました︒

ほ か︑接 種 し て い た だ く 医 師 や 看 護

い応援事業費補助金を支給し︑独自の

また︑市民の皆さんには︑医療従事

日まで建物

師︑薬剤師などのスタッフ︑集団接種

施策により事業継続の支援と地域経済

市では︑能代市山本郡医師会︑山本郡

市事業継続支援金は１４９３事業者へ

より１人の方が亡くなっています︒お

１月７日から８日の暴風雪の際︑自

３町︑関係機関などと協議しながら準

今冬の災害状況
行︑能代市長期影響継続事業者支援金

冥福をお祈り申し上げるとともに︑被

……………………

今年に入り暴風雪による被害や火災

努め︑ワクチン接種ができるだけ円滑

２月 日から 日にかけての暴風雪で

新型コロナウイルス感染症に関する

生活困窮者住居確保給付金などの支給︑

ら︑市では︑５カ所の自主避難所を開

円の支給となっています︒

経済対策については︑市では︑昨年５

市税・各種保険料などの減免︑徴収猶

……………………………
予︑納付相談や奨学金の返還期限の猶

17

月に総合的な相談窓口を設置し︑国や

15

県の各種給付金の申請支援を行うとと

ていきます︒

は５２５事業者へ４億９０７６万２千

20

に進むよう︑状況に応じて適宜対応し

引き続き︑国・県からの情報収集に

備を進めています︒

振興券は６億６２５５万８千円分の発

14

２億９８６０万円の支給︑のしろ地域

誹謗中傷などを慎んでいただくよう重

者 や そ の 他 の 関 係 者 の 方 々 へ の 詮 索・
の下支えに努めてきました︒

れた際にも︑情報収集体制をとって対

から５日にかけて暴風雪警報が発表さ

日から

18

会場や接種できる医療機関の確保な

市では︑市民の皆さんに対して︑マ

て対応に当たりました︒また︑１月

日から一部の

費補助金︑能代市コンベンション施設

30

実施主体として︑２月

運営事業者支援金︑能代市公共交通事

医療従事者の先行接種︑その後︑医療
歳以上一般

従事者︑高齢者︑基礎疾患のある方な

28

ど︑さまざまな課題がありますので︑

どの優先接種︑そして︑

要な対策を検討していきます︒

響や国・県の動向を注視しながら︑必

89

市議会 ３ 月 定例会

18

での 日間の会期で開催されました︒

22

感染症対策支援資金保証料・利子補給

市 長 説 明

25

19

17
16

市議会 ３月 定例会

連覇を目指す注目の対

三冠を有する﹁本因坊文裕﹂こと井山

定し︑今回で４度目となります︒現在

ました︒今後も高齢者の自立支援︑重

計へ移行して事業を継続することとし

度以降︑介護保険特別会計から一般会

に貢献してもらいたい旨を発言してい

業との共生を図るとともに︑地域発展

市から︑事業者には洋上風力発電と漁

における第２回協議会が開催され︑当

ふ頭用地拡張などの整備事業が順調に

港として︑国︑県による地耐力強化︑

て︑能代港では︑洋上風力発電の拠点

動きも活発となってきています︒加え

建造に市内企業も参画するなど民間の

裕太九段が︑

ます︒

市としましては︑能代港が大型化す

度化防止などの取り組みを推進してい

る風力発電設備に対応した拠点港とな

きます︒

おいて︑国内最初の本格的な商用運転

るよう整備促進を図るとともに︑その

局となります︒また︑挑戦者は４月上

洋上風力発電の動向

となることが見込まれる洋上風力発電

旬までに決定する見込みです︒市とし

ましては︑新型コロナウイルスの感染

再エネ海域利用法に基づく促進区域

の海上工事が開始される予定です︒こ

24

………………

防止対策を講じた上で本因坊戦やこれ

となり︑公募が開始されている﹁能代

また︑この春から能代港港湾区域に
進んでいます︒
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市︑三種町及び男鹿市沖﹂では︑去る

5

に伴う記念事業が実施できるよう︑本

３年度当初予算は、今号と同時に配布する「３年度わかりやすい予算書」
をご覧ください。

因坊戦能代市開催実行委員会並びに︑

単位：千円

プレミアム付き商品券発行事業費 △32,963
企業誘致推進事業費
△5,964
ホストタウン事業費
△6,500
浄化槽整備事業特別会計
（市町村設置型）繰出金
△5,864
改良事業費
△14,264
道路交付金事業費
137,192
能代港改修事業費負担金
12,500
下水道事業会計繰出金等
△31,089
公園リニューアル事業費
21,125
公園施設整備事業費
6,722
車両管理費（教育費）
△9,163
奨学金貸付事業費
△9,837
学校体育連盟等補助金
△5,265
大学生等応援給付金給付事業費 △7,100
小学校管理費
167,143
● 学校教育活動継続支援事業費（小学校）5,900
小学校冷房等整備事業費
△10,469
要保護及び準要保護児童生徒援助費（小学校）
△6,992
● 学校教育活動継続支援事業費（中学校）4,800
要保護及び準要保護児童生徒援助費（中学校）
△12,249
管理運営費（文化会館）
4,403
グラウンドゴルフ場整備事業費 △19,002
長期債元金
174,394
長期債利子
△17,396
能代山本広域市町村圏組合負担金
△94,875
（●は新規事業）

効果を地域に最大限波及させることが

一般会計３月補正予算の主な歳出

うした中︑運転管理および保守の拠点

1,831,265
3,200,218

日︑協議会による応募予定事業

△61,503
△175,318

12

月

1,892,768
3,375,536

関係者の皆さんとともに準備を進めて

企業会計
水道事業
下水道事業

できるよう鋭意取り組んでいきます︒

152,853
199,884
1,884
2,061
1,531
3,110
5,695,374
731,950
8,213,196

施設が建設されるとともに︑洋上風力

△72
△25,712
△371
△188
△287
406
26,311
30,737
50,917

発電設備へのアクセス船︵ＣＴＶ︶の

152,925
225,596
2,255
2,249
1,818
2,704
5,669,063
701,213
8,162,279

日 に は﹁八 峰 町 及 び 能 代 市 沖﹂

特別会計
簡易水道事業
浄化槽整備事業
浅内財産区
常盤財産区
鶴形財産区
檜山財産区
国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険

者に対する説明会が開催されました︒

１月

36,106,814

29

いきます︒

補正後予算

△226,210

一般管理費
△17,574
地域おこし協力隊事業費
△7,508
自治振興事業費
△8,271
市税賦課費
△6,762
個人番号カード等交付事業費 △6,975
障害者等自立支援医療費
△32,301
国民健康保険特別会計繰出金 △9,495
後期高齢者医療特別会計繰出金 12,978
秋田県後期高齢者医療広域連合負担金 2,254
保育所等施設整備費補助金 △11,333
児童手当費
△13,700
児童扶養手当費
△24,116
新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費
△22,186
仮設診療所運営費
△27,041
下水道事業会計繰出金
△12,700
指定ごみ袋等管理費
△7,497
簡易水道事業特別会計繰出金 △8,047
農業夢プラン事業費補助金 △23,074
機構集積協力金事業費
△112,229
畑作等拡大総合支援事業費補助金 △6,671
ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金
△43,428
県営ほ場整備事業費
105,478
林道改良事業費
△15,103
生活バス路線等維持対策事業費 11,819
中小企業融資あっせん等事業費 △14,338
新型コロナウイルス感染症対策
支援資金保証料・利子補給費補助金
△6,448

高齢者福祉計画・第８期介護保険
事業計画 ……………………………

単位：千円

36,333,024

一般会計

能代市活力ある高齢化推進委員会の

ご意見やニーズ調査の結果などを踏ま

補正額

え︑
﹁地 域 で 支 え あ い︑高 齢 者 が 住 み

現計予算

慣れたわがまち能代で︑いつまでもい

きいきと安心して暮らせるまちづく

り﹂を基本理念とする計画案を取りま

とめていて︑今年度内に策定すること

としています︒令和３年度から５年度

までの第１号被保険者の介護保険料に

ついては︑介護報酬の改定や︑新たな

地域密着型サービス事業の整備などに

よる介護給付費の増加が見込まれます

が︑介護給付費準備基金の取り崩しな

どにより︑基準額を現行の月額６千８

００円に据え置くこととしています︒

家族介護用品支給事業については︑

これまで︑介護保険制度の地域支援事

業交付金を活用して実施していました

が︑国から︑地域支援事業の対象外と

することが示されたことにより︑３年

２年度３月補正予算

10

※籾運搬賃1,000円以上

稲刈［バインダ］
（10ａ当たり）
※結束縄は実費

脱穀［ハーベスタ］
（10ａ当たり）
※籾運搬賃1,000円以上

乾 燥（60㎏当たり） ※水分23％以下を基準
籾摺り（60㎏当たり） ※色彩選別機通過の場合は割増あり
畔塗り（1ｍ当たり）
大農機具運搬（１回当たり）
オペレーター賃金（１日当たり）
農雑作業（１日当たり） ※最低賃金を下回らないこと

令和３年度

※倒伏などは増額

農業委員会からのお知らせ

稲刈［コンバイン］
（10ａ当たり）

農作業労働賃金の目安

※苗は別料金 ※側条植1,000円加算
※苗運搬1,500円加算

金額（税込）
5,100円
5,700円
4,500円
5,600円
6,300円
5,000円
4,500円
3,000円
5,100円
5,700円
4,500円
5,100円
5,700円
4,500円
14,300円
16,000円
12,600円
6,600円
7,400円
5,900円
7,200円
8,100円
6,300円
1,100円
600円
30円
3,000円
10,000円
6,400円

２９３５

田植［機械］
（10ａ当たり）

73 89
４５１５

転作田耕起（10ａ当たり）

問合せ 農業委員会事務局☎
地域局環境産業課☎

畑耕起（10ａ当たり）

農地の買いたい・売りたい方は

水田代かき（10ａ当たり）

新規就農者の確保や遊休農地の解消のため

水田耕起（10ａ当たり） ※深耕は15㎝を目安とする

区 分
整理地
未整理地
大区画整理地
整理地
未整理地
大区画整理地
平打ち
畝立て
整理地
未整理地
大区画整理地
整理地
未整理地
大区画整理地
整理地
未整理地
大区画整理地
整理地
未整理地
大区画整理地
整理地
未整理地
大区画整理地
―
―
―
―
―
―

農業委員会へご相談を！

類

農地の権利取得時の

種

農地の売買や贈与︑交換︑
貸し借りなどをする際は︑法
律に基づき︑農業委員会の許
可が必要です︒
この許可を受けないでした
行為は︑違法となりますので
ご注意ください︒
なお︑農地の売買や貸借に
ついては農業経営基盤強化促
進法に基づく方法もあります

ので︑詳しくは農業委員会に
お問い合わせください︒

業

30

下限面積を引き下げました

新規就農者を増やし遊休農
地の解消を図るため︑農地の
権利取得時の要件である下限
面積︵ アール︶を アール
に引き下げました︒
これにより︑農業経営が開
始しやすくなりますので︑農
業に関心のある方は就農につ
いてご検討ください︒
また︑耕作地については地

域の農業委員または農地利用
最適化推進委員に相談してく
だ さ い︒
︵下 限 面 積 と は︑農
地の権利取得後に確保してい
なければならない農地面積で
す︒
︶

作

50

※この金額は標準額を示したもので地域の労働慣行などの実情により、増減することもあります。
※機械作業については、オペレーター付の金額です。１日 ( ８時間実働時間 ) 当たりの現金支給額です。
また、この標準には賄いなどの現物支給は含まれません。大区画整理地は１区画が 50 ａ以上の水田です。
※オペレーター賃金および農雑作業は、非課税のため、消費税を含んでいません。
広報 のしろ 3.4.10
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バスケッ トボール
関連情報

ションを行い︑審査会を経
て認定事業を決定します︒
申し込み ５ 月 日㈪までに
申込書を提出
募集要領と申込用紙は︑能代
※
バ ス ケ ミ ュ ー ジ ア ム︑二 ツ
井町庁舎市民フロアに備え
る ほ か︑市 ホ ー ム ペ ー ジ に
も掲載しています︒

新規事業の場合：新たなチャレンジが

認められるか

既存事業の場合：新たなチャレンジの

要素が加えられているか

89

③他団体などとの「連携度合い」

団体などとの連携が図られているか

多くの人が事業に関われるように、他

スピード感ある試合展開に注目

スパフォーマンスや屋台、キッチ
ンカーが多数出店しますので、
皆さんぜひお越しください！

スリーエックススリー

バスケットの試合に加えてダン

バスケロードで
３ｘ ３フェスティバル

オリンピック種目に採用さ
れ注目を浴びている３人制バ
スケの３ｘ ３大会をバスケミ
ュージアムが移転した柳町で
行います︒

千勝数馬さん
（能代市地域おこし協力隊）

実行委員会

10

２１４８

このほか︑よさこいやシニ
アチアダンス︑キッズチアダ
ンスグループによるパフォー
マンス︑飲食物の屋台も楽し
めます︒
日時 ５月２日㈰
午前 時〜午後５時
会場 柳町商店街︑
バスケミュージアム前
参加予定チーム
大人６チーム
小学生６チーム
問合せ

３ｘ ３フェスティバル実行
委員会︵千勝︶

広報 のしろ 3.4.10

7

☎０９０ ７７１７ ８２３３

能代バスケミュージアム
☎ ８８７６

88

皆さんのチャレンジを支援します

「能代市バスケの街づくり計画」の目

10

バスケの街づくり
市民チャレンジ事業

指すゴールに貢献できると認められるか

10

①バスケの街づくりへの「貢献度合い」

申込先・問合せ
市民活力推進課
☎

②新たなチャレンジの「挑戦度合い」

自主的なバスケの街づくり
の 取 り 組 み を 行 う 団 体 ・個 人
︵高 校 生 可︶を 募 集 し︑認 定
された事業に補助金を交付し
ます︒

次の３つの項目により審査を行います。

対象事業 バスケの街づくり
の推進に資する事業で︑新
たなチャレンジが認められ
る事業
補助金額 上限 万円
︵無 償 ス タ ッ フ の 活 動 時 間
に見合う補助対象経費︶
選考方法 ５月下旬または６
月上旬に公開プレゼンテー

審 査 基 準

風しん

〜

年度生まれの

8

広報 のしろ 3.4.10

妊娠を希望する方や妊婦さんの配偶者の方へ

風しんの予防接種費を 助成 します

よう、ワクチン接種をしておくことが大切

昭和

とが多いため、家族が風しんにかからない

31

一緒に生活している家族から感染するこ

の皆さんへ

ともあります。

男性

炎といった重い合併症が見られたりするこ

クーポンの利用は

対象の予防接種
麻しん風しん混合ワクチン
風しん単独ワクチン
申請方法 医療機関に接種費
用をお支払い後︑補助金交

付申請書に必要書類を添え
て申請してください︒郵送
での申請も可能です︒申請

が続いたり、血小板減少性紫斑病・急性脳

令和４年２月末

状で、目が赤くなるといった症状が見られ

までです

ンパ節の腫れ、発熱などが風しんの主な症

クーポン券の
有効期限について

常３日程度で治る病気ですが、まれに高熱

対象 ①〜③の全てに該当す
る方が補助対象です︒
①接 種 日 に 能 代 市 に 住 所 が あ
る方で︑一度も補助を受け
ていない方
②風 し ん の 抗 体 検 査 で 抗 体 値
が一定の数値以下の方
③次のいずれかに該当する方
妊娠を希望する方
妊娠を希望する方の配偶
者など

で飛び散った唾などによって飛沫感染しま

書 は め ん choco
て ら す・地
域局市民福祉課に備えるほ
か︑ホームページからもダ
ウンロードできます︒
申請期限
令和４年３月 日㈭

ることもあります。一般的に症状は軽く、通

妊娠している方の配偶者
や同居人など

す。潜伏期間は２〜３週間程度。発しん、リ

昭和 年４月２日〜昭和
年４月１日生まれの男性で︑
まだ抗体検査を受けていない
方などへ︑昨年３月末に風し
ん の 抗 体 検 査・予 防 接 種 ク ー

があります。感染者のくしゃみやせきなど

こ
※のほかにも要件があります︒

る感染症で、
「三日はしか」と呼ばれること

すでに対象者へ送付してい
るクーポン券の有効期限は２
０２２年３月と記載されてい
ますが︑国の指針により１カ
月期限が早まり︑２０２２年
２月までとなりました︒
早めに検査しましょう！

風しんは、風しんウイルスによって起こ

54

クーポン券持参で体への
負担を減らそう！

ポン券を送付しています︒令
和４年２月末までの期間限定
のクーポン券ですので︑ぜひ
この機会にご利用ください︒
なお︑医療機関のほか︑健

です。

風しんってどんな病気…？

Up!
St e p

53
●能代市山本郡内の医療機関や
健診機関（一部を除く）
●契約している全国の医療機関

康診断でも使用できます︒

健診時にクーポン券を利用し
て検査すると採血が１回で済む
ので体の負担が少なく、おすす
めです。

37

37

抗体検査や予防接種は
下記の場所で実施しています

問合せ
子育て支援課
☎89‑2948

の抗体検査・
予防接種に関するお知らせ

風しんは重症化することもある病気で、妊娠初期に感染すると目や耳に障がいのある赤ち
ゃんが生まれる可能性があります。市では、抗体検査と予防接種が無料で受けられるクーポ
ン券の発行や予防接種費の助成を行っていますので、抗体検査と予防接種を受けましょう。

新型コロナウイルス感染症関連情報 （４月２日現在）
新型コロナウイルス感染症対策の徹底をお願いします

新型コロナウイルスの全国的な感染拡大が続いており、幅広い年齢層に感染が広がっています。自分
や大切な人を守るため、基本的な感染対策をあらためて確認しましょう。
問合せ

① 飲酒を伴う懇親会など
② 大人数や長時間におよぶ飲食
③ マスクなしでの会話や感染防止策が
不十分な状況でのカラオケ
④ 移動車など狭い空間の共有
⑤ 休憩時間など居場所が切り替わる
場面での気の緩み
３つの密や５つの場面を
避けましょう
患者やご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。
感染者や感染発生施設の特定、感染者・濃厚接触者
や医療機関・医療関係者などへの誹謗中傷、誤解や
偏見に基づく差別を行わないようにお願いします。
9

広報 のしろ 3.4.10

基本的な感染対策を

５つの場面

都道府県をまたぐ
移動について

密接

感染力の増加が指摘される
変異株の確認件数が増えてい
る こ と か ら︑﹁３ つ の 密﹂や
﹁感 染 リ ス ク が 高 ま る﹃５ つ
の場面﹄﹂の回避のほか︑﹁人
と 人 と の 距 離 の 確 保﹂
﹁マ ス
ク の 着 用﹂
﹁手 洗 い な ど の 手
指衛生﹂をはじめとした基本
的な感染対策の徹底を図るよ
うお願いします︒
総会シーズンを迎える集落
の会合については︑参加人数

密閉

を検討し人との間隔を十分に
確保するほか︑マスクなしで
の会話や大人数での宴会など
は避けるようお願いします︒

密集

市民の皆さんには︑感染が
再拡大している首都圏︑関西
圏︑宮城県︑山形県との往来
は︑入学や仕事︑試験︑冠婚
葬祭などを除き︑避けるよう
お願いします︒
その他の地域については︑
感染状況などに留意しなが
ら︑往来を行っても差し支え
ありませんが︑３密や大人数

での会食︵特に普段接してい
ない方との会食︶の回避など
感染防止に最大限注意してい
ただくようお願いします︒
なお︑発熱などの症状があ
る場合は移動を控えるようお
願いします︒

県外から転入された方へ

集まりや人混み︑飲食店な

どへの外出については体調な
ど様子を見てから判断するほ
か︑少しでも体調に変化があ
った場合は︑あきた新型コロ
ナ受診相談センターへの連絡

をお願いします︒

３つの密

総務課☎89‑2113

新型コロナウイルス感染症に
関する相談について
発熱などの症状がある場合の相談・受診方法
は以下のとおりです。
●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、
感染症について不安に思う 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。

24時間
8:00〜
17:00

018-866-7050
018-895-9176
または
0570-011-567

起業・新商品開発・新規分野参入・
販路開拓支援事業費補助金
起業や新商品開発、新規事業への参入や
販路開拓を行う方に補助します。
対象経費の全額（上限100万円）

補助額
申し込み

５月７日㈮まで

採択数

４種類で３件程度

※地域産業資源活用商品化事業費補助金の活
用後に新商品開発支援事業費補助金を活用
する場合の上限額は70万円です。

地域産業資源活用商品化事業費補助金
秋田杉や白神ねぎなどの農林水産物、鉱

企業立地等支援（問合せ … 商工）
商工業振興促進助成金制度
工場、事業所などを新増設する場合、助成
金の交付や固定資産税の課税免除などの優遇
制度を活用できます。
投下固定資産総額が 3, 000万円を超え

要件

て、新規常用雇用者数３人以上の企業など
※再生可能エネルギー発電所は10人以上

優遇制度
用地取得助成金

取得価格の25％（上限額２億円）

交付額

研究施設設置助成金【新規】

研究の用に供する家屋や償却資産の

交付額

取得価格の合計額の25％（用地取得

工業品やその生産技術、文化財や観光資源
などの地域産業資源を活用し、商品開発を
行う方に補助します。
対象経費の全額（上限30万円）

補助額
申し込み

５月７日㈮まで

採択数

２件程度

起業等相談窓口
市内での起業や既存企業の新事業分野へ
の進出などを総合的に支援するため、専門
の相談員が無料で相談を受け付けます。
毎週木曜日

開設日

（12月29日〜１月３日を除く）
午前10時・11時

相談時間

午後１時・２時
相談員

渡部寿一さん

対象者

市内で起業、新事業分野への進出

などを計画したり、起業から間もない個
人や企業など

商工業振興制度 のごあんない

起業・新商品開発等支援（問合せ … 商工）

助成金との合計額の上限額２億円）
雇用奨励金

雇用者１人につき年10〜30万円

交付額

（３年間・上限額3,000万円）
土地・建物賃借料助成
賃借料の30％

交付額

（３年間・上限額600万円）
固定資産税の課税免除・減免
全額（５年間）

免除額

※それぞれに条件などがあります。詳しくはお
問い合わせください。

工業等省エネルギー設備導入補助金
工場などの照明設備のＬＥＤ化に必要な経
費を補助します。
従業員（雇用保険の被保険者）を10人

要件

以上雇用していることなど
対象経費の 1 / 2（上限100万円）

補助率

事業計画診断、経営全般、販売
・マーケティング、ビジネスマッチング、 工場等改修事業費補助金
建築後20年を経過する自社所有の工場など
各種支援制度の情報提供ほか

相談内容

人材育成（問合せ … 商工）
地元企業人材育成支援事業費補助金
従業員に国家資格などを取得させた場合
に補助します。
市内の事業所に勤務する従業員、事

要件

業所が費用の全額を負担することなど
※対象業種など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。

補助率

対象経費の 1 / 2

従業員（雇用保険の被保険者）を10人

要件

以上雇用していることなど
対象経費の 1 / 3（上限100万円）

補助率

工場等事業継続対策事業費補助金【新規】
工場などの浸水予防対策を行う場合に補助
します。
米代川水系洪水浸水想定区域内に工場

要件

を有していること、従業員（雇用保険の被
保険者）を10人以上雇用していることなど
補助率

対象経費の 1 / 2（上限200万円）

商工労働係
☎ ・２１８６
…
中心市街地活性化室 ☎ ・１４１４
…

noshiro. lg. jp）で

問合せ

商工

ス（89−1775）やＥメール（syokou@city.

の建屋を改修する場合に補助します。

中活

相談日の１週間前までにファク

申し込み

89 89

※１事業所につき20万円を限度とします。
広報 のしろ 3.4.10
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能代市の商工業振興制度

融 資（問合せ … 商工）
中小企業融資あっせん制度（マル能）
市内の中小企業者で事業資金を必要とする方に融
資をあっせんします。
一

般

小規模

創 業 者

融資限度

2,000万円 2,000万円 1,000万円

貸付期間

10年以内

資金使途

事業の運転資金および設備資金

貸付利率

1.75% 以内

保 証 料

1.55% 以内

1.55% 以内

市が全額負担

利子補給 1 ⁄ 2を貸付日から2年間（対象 小規模企業者、創業者）

地域総合整備資金貸付制度（ふるさと融資）
要件 新規の雇用者１人以上、設備投資総額1,000万
円以上など
貸付限度 最大25億3,000万円（貸付対象費用から補
助金を控除した額の45%以内）
貸付期間 15年以内
貸付利率 無利子
新型コロナウイルス感染症対策支援資金保証料・
利子補給費補助金
対象資金 秋田県中小企業融資制度「経営安定資金」
の新型コロナウイルス感染症対策枠・危機関連枠
要件 市内に主たる事業所があり、秋田県信用保証
協会能代支所において信用保証を付すことなど
支援内容 保証料補給（全額）、利子補給（ 1 / 2 を貸
付日から２年間）
申し込み 県内に本・支店がある金融機関へ
※市外の金融機関を利用する方は事前にご相談ください。
３月末までに市内の金融機関以外で対象資金を利用
した方は、４月 19 日㈪までに商工労働係へご連絡を !

生産性向上（問合せ … 商工）
生産性向上支援補助金【新規】
コロナ対策の設備や、ＩＣＴ技術・設備などの導
入により業務の効率化や生産性向上を図る場合に補
助します。
コロナ対策枠
要件
非対面、非接触型ビジネスなど、コロナ対
策の設備や技術を導入するもの
令和４年３月31日までに完了するもの
交付額 事業費の 1 / 2（上限50万円）
一般枠
要件
ＩＣＴ技術や省エネ設備などにより業務効
率化、生産性向上を図るもの
事業終了後３年間、従業員数を維持すること
交付額 事業費の 1 / 2（上限200万円）
※ＩＣＴ技術などの導入に関するセミナーや診断・アド
バイスなどを行う専門家派遣
（無料）
を予定しています。
詳細は決まり次第お知らせします。
11

広報 のしろ 3.4.10

商店街活性化（問合せ … 中活）
街なか商店街イメージアップ補助金
中心市街地活
性化計画の重点
区域の大通りに
面する建物の景
観改修や同区域
内の店舗での木
工調度品購入費
の一部を補助し
ます。
補助率
外壁の木質化、木製看板設置など
… 1 / 2（上限50万円）
外壁塗装、シャッター塗装、日除けテント設置
など… 1 / 5（上限20万円）
木工調度品の購入…1/5（上限20万円）

空き店舗流動化支援事業費補助金
空き店舗を利活用して開業しようとする方などを
補助します。
対象区域 中心市街地活性化計画の重点区域内
補助額
店舗を取得して開業する方
店舗部分の固定資産税相当額を２年間補助
（上限10万円/年）
所有権移転登記に係る登録免許税相当額を補助
（上限20万円）
改装費の全額を補助（上限３万円/㎡または 120
万円のいずれか低い額）
※令和４年１月１日以降に開業する方は補助率1 ⁄ 2

店舗を借りて開業する方
改装費の全額を補助（上限３万円/㎡または 120
万円のいずれか低い額）
※令和４年１月１日以降に開業する方は補助率1 ⁄ 2

店舗部分の月の賃借料の 1 / 2 を２年間補助
（上限４万円/月）
※令和４年１月１日以降に開業する方は上限３万円

店舗を貸す方
店舗部分の固定資産税相当額を２年間補助
（上限10万円/年）
旧店舗兼住宅
店舗と住宅を分けて利用するための工事費の
1 / 3 を上乗せ補助（上限300万円）

商店街活性化対策事業補助金
商店街振興組合や商店会などがイベントを行う場
合に、事業費の一部を補助します。
補助率 1 / 2 以内（上限20万円）
※当該事業における専門家のアドバイスにかかる経費は
全額補助します。

能代市公式ＳＮＳアカウントはこちら!
公式
twitter

公式
facebook

市内の主な出来事をご紹介します

3 話題ピックあッぷ
月

Ⓒ 2021 Space Academy/ ちょっくら月まで委員会

ホストタウン相手国へのメッセージ

児童・生徒 300 人の手紙をヨルダンへ
日本郵便株式会社の「ホストタウン相手国・地域
へお手紙を送ろう！」に能代市が参加。３月４日に、
市内全小中学校の 3 2 5 人のメッセージをヨルダンへ
送るため、渟城南小学校の代表児童３人が高橋能代
郵便局長へ手紙を手渡しました。

手書きで能代市の特徴をデザイン

かわいらしいアニマルキャラが登場

能代市出身クリエーターの原作WEBまんががTVアニメ化
能代市出身のにしむらゆうじさん原作WEBまんが
「宇宙なんちゃら こてつくん」の TVアニメ化が決定。
４月７日からNHK・Eテレにて放送されています。
宇宙アカデミーに通う「こてつ」が仲間たちと宇宙
を目指す物語です。ぜひご覧ください。

異国の味に舌鼓

高校生デザインの大漁旗をお披露目

小中学校の給食にヨルダン料理が登場

３月12日、
「大漁旗プロジェクト（科学自然都市協
創連合主催）
」に参加した能代高校の生徒が完成した
大漁旗を披露するため来庁。デザインの特徴を齊藤
市長に説明しました。市長は「細かいところまでよ
く描けている」と頑張りを称えていました。

３月４日、市ホストタウン事業の一環として、向
能代小学校と東雲中学校の給食にヨルダン料理が提
供されました。メニューは、市学校給食センター北
部共同調理場などが開発。子どもたちは、おいしそ
うに異国の料理を味わっていました。

今年度の対象は 47 人

おもちゃコンサルタントと一緒に

業績や功績のあった方を表彰

木の学校で木工ワークショップ

３月21日、市役所大会議室で市制施行記念能代市
表彰式が行われました。市では毎年、各分野で業績
や功績のあった方などを表彰していて、今年度は47
人が対象となりました。会場には特別表彰の２人の
方が出席。齊藤市長から賞状などが手渡されました。

３月20日、木の学校で木工ワークショップが行わ
れました。おもちゃコンサルタントと一緒に木の動
物マグネットを作ったり、さまざまな木製おもちゃ
で遊んだりでき、参加した子どもたちは夢中になっ
て楽しんでいました。
広報 のしろ 3.4.10
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子ども園調理師

おすすめの一品!
〜二ツ井子ども園 〜

鶏の旨煮
全て英語でコミュニケーション

ヨルダン大使に能代高生がオンライン取材
３月16日、能代高校の２年生16人がリーナ・アン
ナーブ駐日ヨルダン大使にオンライン取材を行いま
した。ヨルダンの伝統や食、マナーなどについて１
問ずつ英語で質問。生徒らは「聞き取るのが大変だ
ったけれど貴重な機会だった」と話していました。
1人当たり栄養価 エネルギー 333 ㎉ ／ 塩分 2.1g

材料（２人分）
鶏もも肉……１枚（約 300g）
しょうゆ……100ｇ
砂糖…………大さじ３
みりん………大さじ１
酒……………大さじ１
水……………500g

作り方

この春から地元事業所で働く 70 人が出席

①小鍋に調味料と水を
入れて火にかける。
煮立ったら鶏肉の皮
を下にして入れる。
落とし蓋をして中火
で 20 分煮る。
②鶏肉をひっくり返し
て弱火で 40 分煮る。

新規就職者（新入社員）合同入社式を開催
３月24日、新規就職者（新入社員）合同入社式が
市内で行われ、春から市内の事業所などで働く70人
が出席しました。来賓として齊藤市長が出席し「自
分の選んだ場所で持てる力を発揮できるよう頑張っ
てください」と激励しました。

③煮汁が 3 分の 1 くらいになったら火を止める。

ワンポイント アドバイス
弱火でじっくり煮込むことで、肉がほろ

ほろになり味が中まで浸み込んでいきます。
小さい子どもでも食べやすいメニューです。
煮汁にニンニクを入れてコクを出したり、
ポン酢を入れてさっぱりと
仕上げたりといろいろなバ
リエーションで簡単に作れ
る一品です。塩分が高いメ
ニューですので、カリウム
が多く含まれる野菜を一緒

に食べるのがおすすめです。

13
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いつまでもお元気で…！

百歳長寿おめでとうございます
平塚チヱさん（坊ケ崎・大正10年３月５日生まれ）
チヱさんに齊藤市長がお祝い状とお祝い金を手渡
しました。チヱさんは100歳を迎え「うれしい」と話
し、孫の女性は「おばあさんのおにぎりが不思議と
おいしかった」と思い出を教えてくれました。

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

□ 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

納税窓口の時間外開設について

税務課では、納税窓口を時間外に開設しています。
納税や納税相談を受け付けていますので、お気軽
にご利用ください。

毎週金曜日午後７時まで
（祝日を除く）

3月22日、市役所で岩手県大船
渡市の復興状況報告が行われまし
た。
東日本大震災から10年が経過
した現在の大船渡市の復興状況な
どについて、戸田大船渡市長が齊
藤市長にリモートで報告。市長は「
報告を聞いて胸がいっぱいになっ
た。これからも自治体の皆さんと
手を取りあい、支えあっていきた
い」と述べました。

市民活力推進課☎

交通指導隊活動通信

問合せ

２
･２１２
２
･１１２

孝／塚本幸男／渡邊正人

地域局総務企画課☎

／小林尚子／田口良美／

14
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松くい虫被害の減少のため

松くい虫被害木を
搬出 処･分します
市では松くい虫被害の減少

を図るため︑被害にあった松

能代市交通指導隊は歩行

髙橋信行／鈴木真人／徳

の搬出・処分を行います︒

者と自転車への交通安全指

電所でチップ処理し︑燃料と

搬出した松はバイオマス発

導や交通安全啓発活動︑交

田章／大山徹／平塚重悦

佐藤祐基／舛谷雅

弘／伊藤祐子／畠澤敬／

員

河井千代子

佐々木明

隊

赤塚カネ子／加賀

次朗／斉藤達雄／武田隆

員

副隊長
隊

︻二ツ井地域︼
副隊長 工藤徳一郎

通指導車での巡回活動など

して活用します︒
個人で所有する松

市でボランティア
日㈮までに︑

活動保険に加入します︒
４月

︻能代地域︼
隊 長 塚本真木夫

／鎌田清一／堀内克哉／

対象
手続きの流れ
①４月 日㈬までに市へ連絡

た場合︑所有者が申請書を
提出

申し込み

小・中学校や教育研究所︑

④松の所有者は５月末までに
伐採し︑２ｍ 程度に切断し

●歩行者ファースト意識の醸成
横断歩行者の交通事故防止や歩行者
への指導啓発を推進します。

保険加入

を行っています︒４月１日

73 89

秋田県では次の事項を
地域重点としています

能代教育事務所へ申込書を
提出
詳しくは︑申込先に備え付け
※
のリーフレット﹁学校にあな
たの力を﹂
︵全学校統合版︶を
参考にしてください︒

・花壇・農園作業︵１校︶

４月６日〜 15 日までの 10 日間は「春
の全国交通安全運動」となっています。
また、４月 10 日は「交通事故死ゼロ
を目指す日」です。
ドライバー・歩行者ともに交通ルー
ルの遵守と正しい交通マナーの実践を
習慣づけ、交通事故防止の徹底を図り
ましょう。

てトラックが入れる場所に
集積
⑤市で委託した業者が６月中

☎ ・２２５０

林業木材振興課

にトラックで収集
問合せ

︻令和２年度の実績︼
活動延べ人数 約４００人

・読み聞かせ︵５校︶
・クラブ活動︵５校︶
花壇や農園の耕起・整備作

・学校行事への協力︵１校︶

・授業サポート︵１校︶
業︑郷土芸能などの実技指導

教育研究所
問合せ

☎ ・５１７８

春の全国交通安全運動実施中

区分

活動︑通学路における子ども

学校支援ボランティアを
募集しています

地域と一体感のある学校づくりのため

89

たちの登下校の見守りや安全

４月６日〜 15 日まで

弔慰

23

28

計

vol.49

／塚本俊則／周防臣彦／

※内訳は、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。

指導など︑学校教育活動の活

32,375 円

大塚孝彦

12,375 円
2

から二ツ井地区の新副隊長

1

として工藤徳一郎さんが任

死亡広告

性化のため無償で学校支援し

20,000 円

命されました︒

金額
1

てくださる方を募集していま

件数
供花

②市の担当者が枯れ松を確認

総務課☎89‑2112

す︒

３ 月分市長交際費

③松くい虫被害木と確認され

項目

73

市役所からのお知らせ

令和２年度の白神ねぎの販売額は17億円を突破して過去最高を記録したそうよ！今年度の目標は大台の20
億円なんだって。おいしい白神ねぎを全国の人に食べてもらえるように私も一緒に頑張るわ♪

火災が起こりやすい時季を迎えます

ためそばを離れない
・水バケツやスコップなどを

河川の水質を守るため

公益財団法人みずほ農場教育財団

奨学生を募集します

募集内容など詳細は︑お問

可

水田からの濁水流出を
防ぎましょう

1 戸（2LDK）

準備する

●弁護士による法律相談
日常生活の困りごとや心配

二ツ井町種
字上山崎

林野・原野火災に
注意しましょう

い合わせください︒

不可

・後始末をしっかりと行う

事など︑悩みをお持ちの方は

1 戸（2LDK）

●喫煙の際の注意

人 程 度︵専 門 以

末広町

雪解けが進み︑空気が乾燥

募集人員

松山町住宅

・たばこの投げ捨てはしない

ご相談ください︒

可

し火災が起こりやすくなる時

上は若干名︶

分〜４時

日㈬

午後１時

４月

1 戸（1DK）

季を迎えます︒昨年３〜６月

給付額

日時

住吉町

・吸い殻入れに捨てる際は完

１５０００円／月

能代市社会福祉協議会

住吉町住宅

には︑能代山本広域管内で林

●小・中・高

場所

不可

☎ ・６０００

同協議会

事前に電話で

先着５人

30

28

定員

申し込み

5 戸（3DK）

問合せ

字田子向
字寿域長根

全に火を消して捨てる

不可

（改良）

・吸い殻入れのある所以外で

３００００円／月

10 戸（3DK）
（公営）

落合字
中大野台

向ヶ丘住宅

野火災２件︑原野炎上事故４

●専門以上

不可

吸わない

2 戸（3DK）

件が発生しています︒

募集期間

日㈪

日㈫まで

不可

●その他

４月

5 戸（2LDK）

火気を取り扱う際は次の事

●１次選考

字大瀬儘下

・ごみは自分で焼却せず︑定

５月１日㈯〜

大瀬住宅

項に注意しましょう︒

●２次選考

公益財団法人みずほ

単身者入居

89

問合せ

農場教育財団事務局

広報 のしろ 3.4.10

15

募集戸数

無
料
相
談

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 ４月 19 日㈪まで
問合せ 都市整備課 ☎89-2194
地域局建設課☎73-5300

31

芝童森住宅

竹原住宅

20
所在地

☎０２９５・５２・３２４０

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。

市営住宅入居者募集

められた方法で処理する

※第２・４水曜日は休館

●たき火の際の注意

【開館時間】
午前 10 時〜午後６時

代かきから田植え期に排水
さ れ る﹁濁 水﹂は︑八 郎 湖 や
河川下流の水質が悪化する一
因となっています︒
畦畔の補修などにより漏水
を防ぐとともに︑浅水での代
かきを行い︑代かきから田植
えまではできるだけ浅水で管
理して︑落水の水量を極力少
なくしましょう︒
問合せ 県環境管理課八郎湖
環境対策室
☎０１８・８６０・１６３１

【問合せ】
☎88-8161

80
住宅名

向ヶ丘住宅

Access
【設備】
・Free Wi-Fi
・喫茶コーナー
・フリースペース

能代消防署

市民プラザホームページ
も要チェック！

・ 空気が乾燥しているときや風
問合せ

☎ ・３３１２
52

の強い日はたき火をしない

市民プラザは、能代駅前にあるみんなの憩い
の広場です。喫茶コーナーやフリースペース、
子ども向けコーナーのほか、各種イベントやセ
ミナーを開催しています。ぜひ、お気軽に立ち
寄ってみてください！

・突風で飛び火の恐れがある

畠町新拠点からのお知らせ

大型連休中のごみ収集・し尿汲み取りの業務体制について
問合せ

環境衛生課☎ 89‐2172

ごみ収集 …………………………………………………………………………………………………………………
４月

５月

取扱場所

業務内容

ごみステーションからの
家庭ごみの収集

燃えるごみ
燃えないごみ
資源ごみ

南部清掃工場
☎ 85-3225

燃えるごみ

○

○

○

○

休

○

○

○

○

○

○

休

日曜休業

燃えないごみ
粗大ごみ

○

○

○

休

休

休

休

休

○

○

○

休

日曜、
第 1・3 土曜、
第 1・3 平日の
祝日は休業

埋立ごみ

○

○

○

○

休

○

○

○

○

○

○

休

日曜休業

北部粗大ごみ
処理工場
☎ 76-3903

【時間】
9:00
～
16:30

一般廃棄物
最終処分場
☎ 55-0454

28 日 29 日 30 日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日
㈬
㈭
㈮
㈯
㈰
㈪
㈫
㈬
㈭
㈮
㈯
㈰

備考

通常の指定された収集日通り

日曜休業

し尿の汲み取り …………………………………………………………………………………………………………
取扱業者
能代清掃センター
☎ 52-2286
鷹阿二清掃興業
☎ 0186-62-1553

休

○

○

休

休

休

休

○

○

○

休

二ツ井地域のし尿汲み取り

○

休

○

○

休

休

休

休

○

○

○

休

年金 通 信
●日本年金機構からのお知らせ
日本にお住まいの 20 歳以上の方は、国
民年金に加入し保険料を納付する必要が
あります。国民年金制度の内容やメリッ
ト、保険料の納付方法や
免除の手続きなどを分か
りやすく動画でご案内し

午前

ています。詳細は QR コ
ー ド ま た は URL か ら ご

10

時〜

人程度

確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/tokusets
u/20kanyu.html

11

時

30

分

日㈮午前９

障がいのある方とその

４月

15

﹀﹀
いずれも
場所 中央公民館

定員

対象

家族

申し込み
23

問合せ

市民保険課☎89-2168
た慰霊巡拝を実施しています︒

広報 のしろ 3.4.10

参加を希望される場合はお問

い合わせください︒

カザフスタン︑旧

ソ連︑インドネシア︑中国︑

実施地域

東部ニューギニア︑北ボル

ネオ︑ビスマーク諸島︑ト

ラック諸島︑ミャンマー︑

フィリピン︑硫黄島

問合せ

☎０１８・８６０・１３１８

県健康福祉部福祉政策課

11

支援金が支給されます

第 回特別弔慰金の
請求を受け付けています

戦没者などの死亡当時のご

遺族で令和２年４月１日時点

で︑公務扶助料や遺族年金な

どを受ける方がいない場合に︑

ご遺族１人に特別弔慰金が支

回特別弔慰金を受け

給されます︒請求期間を過ぎ

ると第

ることができなくなりますの

で︑ご注意ください︒

なお︑請求には必要書類な

日㈮

どがありますので︑あらかじ

11

みんな の
健康・福祉

障がい者の生涯学習支援モデル事業

小物作り講座を行います

時から電話で

能代市文化会館

54

押し花を使ったおしゃれな

問合せ
☎ ・８１４１

令和５年３月

福祉課

31

めご相談ください︒

請求期限

問合せ
☎ ・２１５２

地域局市民福祉課

☎ ・５５００

89

戦没者の冥福を祈るため

海外慰霊巡拝が行われます

厚生労働省では︑旧主要戦

域などにおいて戦没者を慰霊

するため︑ご遺族を対象とし
73

○

小物作り講座の参加者を募集

分

30

能代地域のし尿汲み取り

します︒１回のみの参加も可

時

11

能です︒

日㈯

時〜

日㈯

10 22

①しおり︑コースターなど

日時 ５月

午前

６月

②テーブルマットなど

日時
19

４月
５月
28 日 29 日 30 日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日
㈬
㈭
㈮
㈯
㈰
㈪
㈫
㈬
㈭
㈮
㈯
㈰

業務内容

16

みんなの健康・福祉

アリナス ☎ 54‐9200

ウオーキングイベント 情報
１・２・１・２ウオーキング「公園めぐりコース」
心地よい春風を感じながらウオーキングで楽
しく健康づくりをしませんか。参加費無料。
日時 ４月23日㈮午前10時〜（午前９時50分集合）
集合場所 能代市文化会館噴水前
問合せ 健康づくり課☎58-2838

ノルディックウオーキング＆ヨガ

新緑の風の松原で、ウオーキングとヨガを体
験しませんか。ヨガマット（バスタオル）を持
参ください。
日時 ４月29日（木・祝）午前10時〜正午（午前９時30分集合）
集合場所 風の松原いこいの広場
定員 20 人 費用 300 円
申し込み 事前に電話で
問合せ 市民活動支援センター☎52-0355
※雨天時は、サン・ウッド能代でヨガのみ行います。

17

広報 のしろ 3.4.10

第17回
秋田白神ノルディックウオーキングin 能代
〜日本最大規模の黒松林・風の松原〜

ノルディックウオーキングは、年齢・性別を
問わずに気軽に始めることができ、２本のポー
ルを使うため膝や腰への負担も軽いスポーツで
す。春の風の松原を一緒に歩きませんか。
日時 ４月 25 日㈰午前９時 30 分〜正午頃
受付時間 午前８時〜８時 30 分
コース 風の松原特設コース（５ km・10km）
集合場所 風の松原陸上競技場
参加費 1,000 円（小学生以下 500 円）
募集定員 50 人（東北 6 県在住者に限る）
申し込み ４月 24 日㈯までに電話または直接
問合せ NPO 法人能代観光協会☎88-8802
※雨天時はコースを変更する場合があります。
※専用ポールを無料で貸し出します。

☎０１８・８６４・２７５０

☎ ・２１５２

89

ウル

福祉課

期間 ５月11日、14日、18日、21日、25日
時間 午後１時30分〜３時
定員 16人 費用 1,100円
申し込み ４月30日㈮までに電話か窓口へ

問合せ

・バレーボール︵精神障害︶

●ミニテニス教室（毎週火・金曜全５回）

さまざまな競技が行われます

19

／県立中央公園アリーナ

・陸上競技／県立中央公園

●９月 日㈯

陸上競技場

・フライングディスク／県

福祉課窓口などへ

立中央公園球技場

申し込み

備 え る︵４ 月 下 旬 設 置︶関

係書類を提出

新型コロナウイルス感染症拡
※
大防止のため令和４年度全障
害者スポーツ大会の出場希望
者に限ります︒

25

第 回県障害者
スポーツ大会のお知らせ

日㈯

21

期日／内容／会場

●８月

・一般卓球／秋田テルサ

・サウンドテーブルテニス

／秋田県心身障害者総合

福祉センター

・ボッチャ／秋田県社会福

日㈯

11

祉会館

●９月

・水泳／県立総合プール

・アーチェリー／秋田県勤

５月10日、17日、24日、31日、
６月14日、21日、28日、７月５日
時間 午後１時30分〜３時30分
定員 12人 費用 2,600円
申し込み ４月30日㈮までに電話か窓口へ
期間

労身体障害者スポーツセ

●メタボ予防運動教室（月曜全８回）

秋田県障害者スポーツ協会

●バランスボールエクササイズ
木曜コース（５月13日、20日、27日）
時間 午後１時30分〜２時30分
金曜コース（５月14日、21日、28日）
時間 午前10時30分〜 11時30分
定員 20人
費用 1 000円
申し込み ４月20日㈫までにフロントへ

問合せ

●アクア体操
火曜コース（５月11日、18日、25日）
金曜コース（５月14日、21日、28日）
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
申し込み ４月20日㈫までにフロントへ

ンター

アリナススポーツ教室

・ボウリング／ロックンボ

楽しくからだを動かしてみませんか

ス ポカル きみまち便り
毎週
火曜

毎週
水曜

隔週
月曜

隔週
金曜

ウオーキングで元気講座

毎週
水曜

筋肉貯筋運動教室

毎週
木曜

ストレッチポール教室

毎週
金曜

４/20 〜７/13（全12回）10:00 〜 11:20
二ツ井町総合体育館
成人
会員700円 非会員1,700円

４/21 〜７/14（全12回）10:00 〜 11:30
二ツ井町総合体育館
60歳以上
会員700円 非会員2,500円

５/17 〜７/12（全５回）19:00 〜 20:00
二ツ井公民館
成人
会員600円 非会員1,400円

リラックス・ヨガ

４/23 〜７/16（全７回）19:00 〜 20:00
二ツ井公民館
成人
会員１回200円 非会員500円

成人病予防改善ウオーキング

４/21 〜７/14（全12回）19:30 〜 20:30
二ツ井町総合体育館
成人
会員700円 非会員2,500円

ボクシングフィットネス

５/６〜９/30（全20回）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

らくゆら健康体操教室

５/14 〜７/２（全８回）10:00 〜 11:00
二ツ井公民館
70歳以上
会員1,000円 非会員2,200円

日時

場所

対象

事務局☎090‐8785‐8823

４

２

〜地域づくりに介護予防の視点を〜

１

健康
いきい
き
メモ

皆

問合せ 長寿いきがい課☎

﹁ い つ も の 集 ま り ﹂を 大 切 に

３

89

５･３５５

さんは﹁集まり﹂と
いうと︑どんなもの
を思い浮かべますか？
運動や趣味のグループ活
動︑地域でのボランティア
活動はもちろん︑ご近所の
散歩や店先での立ち話など
も︑素晴らしい﹁集まり﹂
です︒集まることで︑楽し
みや張り合いが生まれ︑心
や体の活発化につながりま
す︒
人と人とが顔を合わせる
ことから︑つながりが生ま
れ︑気に掛け合う仲となり︑
支えたり支えられたりの関
係が築かれていきます︒感
染症予防もしながら︑
﹁いつ
もの集まり﹂を改めて大切
にしましょう︒

マスクの着用や人
との距離の確保な
ど、基本的な感染
症対策を引き続き
行いながら、近所
の方や友達との交
流を楽しんでくだ
さい。

費用

広報 のしろ 3.4.10
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（秋田市）

018-833-1122

石田脳神経外科クリニック
0186-44-6600
（大館市）

Aコース：38,500円
Bコース：47,140円

月・水〜金
火
月

38,500円
Aコース：45,000円
Bコース：35,000円

月〜水、金

の検診費用 を助成 し ま す

中通総合病院

火・木・金

脳 ドック
す い 臓 等 が ん ドック

秋田県立循環器・脳脊髄センター
018-833-0115
（秋田市）

41,250円

※

52-3111

実施曜日

以上の方が
対象です

○受 診 医 療 機 関 ・ コ ー ス

能代厚生医療センター
※健診センター （能代市）

検診費用（税込）

40 歳

○助 成 額

電話番号

○対 象 者

医療機関名

費用の１／２︵上限２万円︶

○申 請 場 所

受診する前に申請してくだ

さい︒受診後の申請はできま

せん︒

・健康づくり課

︵保健センター︶

・本庁舎１〜４番窓口

・地域局市民福祉課

・市民サービスセンター

︵イオン能代店３階︶

○申 請 に 必 要 な も の

健康保険証の写し

■ 脳ドック検診

以下の条件を全て満たす方

歳以上の方︶

年４月１日以前生ま

が対象です︒

・昭和

れの方︵受診年度の４月１

日時点で

・１年以上能代市へ住所を有

する方

・自身の加入する健康保険な

どで検診費の助成がない方

・脳血管疾患またはがんによ

る入院および治療中でない

方

・市税などに滞納がない方

・この事業の助成を︑脳ドッ

ク検診は過去５年間︑すい

臓等がんドック検診は過去

２年間受けていない方

40

56

※人間ドックなどその他検診と併せて行う場合は、脳ドックに係る検診費用に対し助成します。
※検診内容に関しては、各医療機関へお問い合わせください。

医療機関および助成対象コース
能代山本医師会病院【土曜がんドック】
予約申込み先 地域医療連携室☎58-3376

検診費用
（税込）
35,000円

Cコース：胸腹部単純CT、胸腹部単純MRI、血液検査
（腫瘍マーカー含む）、尿検査、便潜血検査

40,000円

Dコース：胸腹部造影CT、胸腹部単純MRI、血液検査
（腫瘍マーカー含む）、尿検査、便潜血検査

50,000円

土

※受診当日、問診・血液検査の結果により、コースの変更が必要となる場合があります。あくま
でも助成対象コースは上記のとおりとなりますので、ご注意ください。
※検診内容に関しては、能代山本医師会病院へお問い合わせください。

検診受診は、健康チャレンジポイントの対象項目の１つです。
検診を１つ受診すると 200 ポイントが貯まります（上限 600
ポイント）。ぜひ、本庁舎などに備える事業パンフレットをご
覧ください。
※５月上旬を目処にパンフレットを設置予定
19
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早期発見・治療のため検診費用の助成
を行っています︒詳しくは︑お問い合わ
せください︒
問合せ 健康づくり課☎ ・２８３８

対象コース

Bコース：胸腹部造影CT、血液検査（腫瘍マーカー含
む）、尿検査、便潜血検査

実施曜日

すい臓︑肝臓︑胆道の３つのがん検診を含む検診が対象です︒
※

■ すい臓等がんドック検診
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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。

出張ファミリー講座活用団体募集

中央公民館☎54‑8141
子どもの健やかな成長のため、家
庭教育におけるさまざまな課題につ
いて学ぶ事ができる出張講座を行い
ます。講師は中央公民館で派遣しま
す。
親子のふれあいや子育て、家庭教
育について、講座やレクリエーショ
ンを考えている方のご利用をお待ち
しています。
期間 令和４年２月28日㈪まで
講座時間 30〜120分程度
対象 市内の幼稚園、保育所、小・
中学校などの父母の会やＰＴＡ関
係者
申し込み 開催希望日の１カ月前ま
でに電話で

働く婦人の家主催講座

中央公民館☎54‑8141

●体にやさしい薬膳料理講座

身近な食材を使って、体が温まる
やさしい薬膳料理「サムゲタン」他
２品を作ります。
日時 ５月 14 日㈮午前 10 時〜正午
場所 働く婦人の家
講師 R‑fact 袴田律子さん
対象 成人女性（市内在住または勤
務の方優先）
定員 12 人
費用 1,500 円
持ち物 エプロン、三角巾、ふきん、
持ち帰り容器
申し込み ４月 19 日㈪午前９時か
ら電話で（土日祝日受付可）
※託児希望の場合は要相談

にっぽん縦断こころ旅 手紙募集

ＮＨＫふれあいセンター
☎0570‑066‑066
ＮＨＫ‑ＢＳプレミアムで放送予
定の「にっぽん縦断 こころ旅（2021
春の旅）
」では、旅のルートを決定
するため、市内の「忘れられない場
所、風景」にまつわる手紙を募集し
ています。

●秋田県の放送予定

６月 21 日㈪〜25 日㈮
申し込み
５月 10 日㈪（必着）までに番組ホ
ー ム ペ ー ジ（http://nhk.jp/kokoro
tabi）の専用フォームから申し込む
か、住所、氏名、電話番号、性別、年齢、
思い出の場所、風景にまつわるエピ
ソードを書いてファクスかはがき、
封書で
送り先
ファクス 03‑3465‑1327
郵送〒150‑8001
ＮＨＫ
「こころ旅」係

！
能代っ子ギャラリー開催中
市教育委員会では、市内全小・
中学校から選出された絵画を展示
し、
「能代っ子ギャラリー」を開催
していますので、ぜひご覧くださ
い。
場所 二ツ井図書館廊下壁面
時間 午前９時〜午後７時
休館日

毎週火曜日、毎月の末日

※土日を除く

問合せ

教育研究所☎73‑5178
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です
載が無い講座や
催し な どは無料
費用の記

きみ恋講座

恋文すぽっと きみまち☎88‑8407

●トールペイント講座

黒板にひよこ（縦 24cm×横 34cm）
を描きます。
日時 ４月 20 日㈫午後１時〜４時
定員 先着５人
費用 1,600 円
持ち物 エプロン、ドライヤー

●高橋公証人の遺言講座

相続、遺言、任意後見、尊厳死に
ついて説明をします。
日時 ４月 21 日㈬
午後１時 30 分〜３時
定員 10 人

市民おもしろ塾４月講座

事務局☎080‑4131‑3634

●地元のキノコあれこれ、楽しみ
方、要注意毒キノコ
〜自然に恵まれた能代でキノコ
を楽しもう〜
日時
場所
講師
費用

４月 17 日㈯
午後１時 30 分〜３時 30 分
中央公民館
自然愛好家 森田茂実さん
会員 200 円
非会員 300 円

キッチンワゴン
を作ります

●ハーバリウム講座

好みのお花を選んで作ります。
日時 ４月 23 日㈮
午後１時 30 分〜３時 30 分
定員 ５人
費用 1,400 円
持ち物 はさみ

花束のような寄せ植えを作ります。
日時 ４月 24 日㈯
午後１時 30 分〜３時 30 分
定員 10 人
費用 3,000 円（かごや花材込み）
持ち物 エプロン

高さ
78 ㎝
幅
44 ㎝
奥行き 28 ㎝

こもれび工房ほのぼの絵手紙展

能代エナジアムパーク☎52‑2955
会員が描いた絵手紙作品約 500 点
を展示します。
日時 ４月 14 日㈬〜 28 日㈬
午前９時 30 分〜午後４時 30 分
※期間中の月曜日は休館
※最終日は午後 1 時まで

>> いずれも
申し込み 電話で

4月の
オススメ

シナモンハニー
チーズナンセット

日替わりカレー
通常

プレーンナン・
ライス
おかわり自由

サラダ・ドリンク 付

1,390円→
４月限定
2,000円以上で

1,190 円

税込

テイクアウトの時
「広告見た」というと

→プレーンナン１枚サービス！

5,000円以上で

→ハニーチーズナン１枚サービス！
昼 11：00～15：00（LO14:30） 定 休 日
夜 17：00～22：30（LO22:00） 第４水曜

☎74-7055

インド＆ネパール料理

エベレスト

「広告見た」で昼10％、夜15％OFF
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木の学校☎52‑5249
日時 ４月 27 日㈫または 28 日㈬
午前９時〜午後３時
定員 各日 15 人
費用 2,200 円
申し込み ４月 17 日㈯まで（必着）
往復はがきまたは木の学校ホーム
ページの問合せフォームに作品名、
郵便番号、住所、氏名、電話番号
を記入
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

※個別相談は午後３時〜（要連絡）

●プランツギャザリング講座

４月木工教室

101

秋田● ★ ●
日産
西松屋

上メニューは対象外

広告

井坂記念館開館のお知らせ

文化財保護室☎74‑6040
井坂記念館は４月から開館してい
ます。
「木都の父」とも呼ばれる井坂
直幹氏の関連資料や木材産業資料を
展示していますので、どうぞご来館
ください。
所在地 御指南町 3‑6
開館日 毎週火・木・土曜日
開館時間 午前９時〜午後４時
開館期間 ４月〜10月

5月

公式ブログ・twitterも要チェック！
公式ブログ

畠町新拠点 の 講座

公式twitter

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。

点心料理教室
「本格春巻き」

日時

５月１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

さくら葬祭センターのお葬式講座

日時 ５月２日㈰午後３時〜４時30分
定員 ５人 費用 無料

プログラミング体験教室

日時
定員

５月３日（月・祝）
午後１時30分〜３時
４人 費用 無料

※小学校高学年向けの講座です。

発酵料理教室の様子

発酵料理教室「手作り味噌」
（飲み物付） キャンドルアート杏音
５月12日㈬
「プリンキャンドル」

日時

定員

午後１時30分〜３時30分
８人 費用 3,500円

杏音のソープカービング教室
日時
定員

５月13日㈭
午後１時30分〜４時
８人 費用 初回1,500円

定員

５月６日㈭、
21日㈮
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

５月７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

５月７日㈮
午後１時30分〜３時30分
15人
（３人以上で開催）
1,000円

定員

若松さんのお菓子塾「木の芽でん
がく」と「ワラビのあく抜き」

日時

５月14日㈮、
28日㈮
午前10時30分〜正午
各10人 費用 1,000円

日時
定員

５月15日㈯
午前10時〜 11時30分
６人 費用 無料

ポーセラーツ講座初級コース
日時
定員

５月15日㈯
午後１時30分〜３時30分
10人 費用 1,000円〜

定員

日時
定員

５月16日㈰
午前10時〜午後４時30分
15人 費用 1,800円〜

日時
定員

５月９日㈰、28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 ５月11日㈫午後１時30分〜３時30分
25日㈫午前10時〜正午
定員 各10人 費用 2,000円

池坊 佐藤静花先生のいけ花教室
日時
定員

日時 ５月17日㈪午前10時〜正午
定員 ２人 費用 1,500円〜

５月８日㈯午前10時〜正午、 鶴形そば道場
午後1時〜４時
日時 ５月18日㈫午前10時〜正午
６人 費用 2,200円〜
定員 10人
（２人以上で開催）
費用 1,500円

水彩画入門

５月12日㈬、
19日㈬
午前10時〜正午
各10人 費用 2,000円

日時
定員

５月23日㈰、
27日㈭
午後１時30分〜３時30分
各15人 費用 1,500円

古流松應会
田中理笙先生のいけばな教室
日時
定員

５月24日㈪
午後１時30分〜３時30分
７人 費用 2,000円

相澤屋のつるし飾り入門編
「ちょうちょ、しあわせ座布団」
相澤屋の絣小物の会
「ピエロストラップ」 日時 ５月25日㈫

花工房シャンティのハーバリウ
日時 ５月７日㈮午前11時〜
ム雑貨 食卓が華やぎます「ハー
場所 ITチャオ（畠町）
定員 ６人 費用 500円（初回限定） バリウムお箸」

日時

手話サークル「はまなす」手話教室

日時 ５月22日㈯午後１時〜３時
定員 10人 費用 100円

ITチャオ!のパソコン超入門

花工房シャンティの
イルミネーションハーバリウム

油絵入門

日時 ５月22日㈯午前10時〜正午
定員 ６人 費用 1,500円

湊由美子先生と
楽しく吹こうオカリナ教室

菊地のり子の布ぞうり講座（全２回） 高橋公証人の遺言講座
日時

日時 ５月20日㈭午後１時30分〜４時
定員 ８人 費用 2,800円（３個分）

家庭温熱療法
イトオテルミー体験教室
日時
定員

５月19日㈬
午後１時30分〜３時30分
４人 費用 1,000円

筆ペン講座（全３回）

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
③６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）

定員

午後１時〜４時30分
15人 費用 1,300円〜

書いてみよう！想いが整う
エンディングノート講座
日時
定員

５月26日㈬
午後１時30分〜３時30分
10人 費用 1,000円

ポムショコラの花雑貨教室
「トピアリー」
日時
定員

５月29日㈯午前10時〜正午
５人 費用 1,500円

折りばら教室「福山ローズ」

日時 ５月31日㈪午前10時〜正午
定員 ６人 費用 1,000円

白神ねっと
スマホ・タブレ
ッ

ト体験

教室
日時 ５月12日
㈬午前10時〜正
午
26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
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あ なた にタ ッチ
心を結ぶ〝わ〟をつなごう

和奈 さん ︵景林町︶

出版年：2020年
出版者：学研プラス

﹁つくるに三年

こわすに三日﹂

という言い回しがあります︒これ

まで手塩にかけてよい子に育てて

きたわが子を︑たったひと言でダ

メにしてしまうかもしれませんよ︒

この本は︑毎日の生活の中で︑

つい口にしてしまいそうな﹁ダメ

言葉﹂について考える一冊です︒

◉ここがおすすめ！

もの言葉が取り上げられてい

ます︒ひょっとして︑普段︑皆さ

んが何気なく発しているひと言が

あるかも︒たとえば﹁早く宿題し

なさい﹂とか …
︒

中心市街地活性化室の堀口誠です︒畠町にある畠
町新拠点で︑隣のページの街なか瓦版でおなじみの
講座などの運営や商店街の活性化支援業務を担当し
ています︒街なかには楽しいお店がたくさんありま
す︒駅前では︑旧丸彦商店をリノベーションして︑
みんなの居場所をつくるマルヒコプロジェクトが進
められています︒
中心市街地活性化担当の地
域おこし協力隊も３人になり︑
街なかに楽しいコトが増えて
いくと思います︒ぜひ︑遊び
にきてください！お待ちして
います︒
問合せ

中心市街地活性化室
☎ １･４１４

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

子どもの笑顔のひきだし
大出
私は能代市で保育士として働いています︒子どもに教え

：曽田 照子

メッセージ f r o m…

る立場の保育士ですが︑実際は子どもたちに教えられるこ

本庁舎２階子育て支援課

との方が多いような気がします︒

所

たとえば石一つ見つけても︑
﹁〇〇に見える﹂とか﹁ツル
ツルする﹂とかたくさんの表現ができる子どもたちと︑
﹁あ︑
石だな﹂と通り過ぎる私とは心の引き出しの数が違うのか
なと思ったり︒小さい頃︑雲を見ておいしそうだなと思い
ました︒その時は心の中でいい匂いとかふわふわした綿あ
めみたいな食感とかが容易に想像できたんだろうな︒大人
になるにつれて現実的なイメージしか湧かなくなった心を
もっと豊かにしたい︒
そのために︑今は子どもの声に耳を傾けることを大切に
しています︒子どもの声にはたくさんの思いが詰まってい
るはず︒それを拾って︑受け止めて︑抱きしめてあげたい︒
これからも毎日子どもたちと笑顔で過ごしていきたいなと

場

164

﹁先生︑きいて﹂は私の心が豊かになるチャンスだと思って
思います︒
次回は︑北嶋 亮子さん︵落合︶にタッチします︒
※

午前９時〜午後５時

66

89

広報 のしろ 3.4.10

23

間

著
1
2 02

時

工藤 克弥 さん
月〜金曜日（祝日、年末年始除く）

「決定版 ママ、言わないで!

子どもが自信を失う言葉66」
☎ 89‐2956
問合せ

つい言ってしまう
言葉ってあるよね

日

推し本
● 母子・父子支援相談

能代市社会教育指導員
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

● 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

いちばん頼りにされる
会社でありたい。

事前相談〈無料〉
どんなことでもお気軽にご相談ください。
出張相談も承ります。
事前相談

検索

�

※写真はイメージです

ホテルサンルーラル大潟

ルーラル

● 印刷 ㈱ 北羽新報社

ご宿泊プラン
2021.4⁄1～6⁄30
「旅して応援！」あきた県民割キャンペーン
4/3～5/31宿泊分までの宿泊商品を
1人1泊当たり5,000円補助します。
（身分証明書の提示が必要です）

秋田県プレミアム宿泊券ご利用いただけます。

プレミアム宿泊プラン

頂プラン 30,000
4大特典

再生紙を使用しています。

【特典1】
【特典2】
【特典3】
【特典4】

Go To トラベル事業は再開次第ご利用頂けます。

和洋
中膳

円（税込）

お客様に代わり代理申請ができます。ご予約時にお申し付けください。

●伊勢海老姿造りと地魚の旬彩盛
●特選秋田錦牛のバッケ味噌焼きカルタファタ包み
●フカヒレの姿煮込み 他7品

●大潟村パンプキンパイをお部屋にご用意！
●旬のフルーツをルームサービスでお持ちします！
●お水、
お茶、
スポーツドリンク、
ビールを各１本サービス！
●お土産に温泉の素をプレゼント！

香
り
広

本日の厳選素材の一品付き
和 洋膳

厳選プラン 17,000 円

（税込）

環境にやさしい植物油インキを使用しています。

●彩り旬菜盛り合わせ
●特選お造り盛り合わせ
●比内地鶏の自家製ハムバッケ味噌
●秋田錦牛陶板焼き 三種の薬味で葉ワサビ
●旬魚と季節野菜のタジン鍋 潮騒仕立て

が

美食プラン 13,500 円

和洋
中膳

（税込）

●本日の和洋中前菜三種盛り合わせ
●お造り五種盛り合わせ
●エビのチリソース
●あきたまるごと春色七宝鍋

●国産牛のバッケ味噌焼き
●大潟村産あきたこまち
●香の物プレート
●デザートバリエーション
※写真は2名様の盛り付けです

る

和食・洋食・中華のどれか一品をお選びいただけます

和食

海鮮プレート盛

洋食

ロブスターの
テルミドール

中華

フカヒレの姿煮込み

※土曜日・祝前日は1,100円（税込）増となります。 ※表示
価格はお一人様です。 ※メニューは仕入れ等で変更になる場
合がございます。 ※お食事はレストラン又は夕食会場となりま
す。 ※10名様以上のグループは個室をご利用いただけます ※
ご予約はご利用日の4日前までとなります。 ※4/29〜5/4の期
間は一律1泊2食15,660円（消費税・入湯税込）ご夕食は和洋
中膳になります。

春
の
味

チャイナディナー

（税込）

●三種冷菜盛り合わせ ●イカと季節野菜の炒め物
●海鮮湯葉包み 蟹あんかけ ●エビのチリソース
●フカヒレスープ ●ホイコーロー ●本日のチャーハン
●本日のヤムチャ ●本日のデザート

ご夕食

ご宿泊プランの価格には
ご宿泊 ご朝食 天然温泉ご入浴
が含まれております。

ご予約・お問合せ

TEL0185-45-3332
〒010-0441南秋田郡大潟村北１−３

中 華

中華コースプラン 12,500 円

予約受付時間:9：00～18：00

