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問 志賀町立図書館   ☎32-1740
問 町立富来図書館   ☎42-2777

◆おすすめの本◆
○ 有元葉子　油揚げ、豆腐、こんにゃく 　　
　  有元　葉子（家の光協会）
　私たちにとって身近な食材、油揚げ、豆腐、こんにゃくを使っ
た料理を紹介しています。からだに良い食材ばかり。どの料理
もすぐ真似したくなります。隠し味に使う調味料？も驚きです。
ぜひ参考にしてください。

○ 八人の招待客　Ｑ・パトリック ( 原書房 )
　過去に公表できない秘密を持つ男女に、不穏な招待状が届く。
折からの風雪に降り込められて、電力も遮断された邸宅で、邪
悪な連続殺人が起こる―。『そして誰もいなくなった』の先行
作として認定された半世紀前の傑作２編を新訳。

◆新着の本◆
【一般書】
○ 最果ての決闘者 逢坂　剛
○ 純、文学 北野　武
○ ツナグ～想い人の心得～ 辻村　深月
○ 背中の蜘蛛 誉田　哲也
○ 生命式 村田　紗耶香
○ 怪談飯屋古狸 輪渡　颯介
○ 三人寄れば無礼講 清水　ミチコ
○ 世界を変える 100 の技術 日経ＢＰ社
○ まよい道 佐伯　泰英
○ 誤解だらけの発達障害 岩波　明

◆新着のDVD◆
○ かいけつゾロリ～ＺＺのひみつ～
○ ゴッホ～最期の手紙～

平日 9:30～ 18:00
平日 9:30～ 18:00

【おはなし会】　場所 ： １階・絵本コーナー　
     12/４           ㊌・18㊌ 16:00 ～

スクラップブックスクラップブック

　４日　ころ柿に学ぶ ～ 能登里山里海SDGsマイスタープログラム
　　　　…金沢大学など志賀で初開講　
　４日　志賀高校で初企画  ～ 高齢者と外出「秋のお花見会」
　６日　TOGI  FES 2019 開催 （５日)  ◇11月号1-3p掲載
　６日　大福寺高爪神社境内を清掃  ～ 富山、射水の５人
　７日　第14回志賀町弓道場開設記念大会  ～（６日）
    ８日　第９回「枇杷の会」公演会 ～朗読発表会
　８日　志賀でネオホッケー北陸大会開催
　９日　土田公民館で「新聞の読み方講座」（８日）
　９日　結婚支援事業「しかまちむすび」で初の結婚
　10日　町功労者４人発表  ◇11月号6p掲載 
　12日　とぎ桜貝優勝報告 ～ 高齢者自転車大会
                        ◇今月号14p掲載
　14日　志賀はまなす優勝～ミズノ杯ママさんバレー（13日）
　16日　書家・吉川さん横断幕に揮毫～志賀高校（15日）
                        ◇今月号26p掲載
　　　　   ※ 揮毫(きごう)  毛筆で言葉や文章を書くこと

　16日　ふるさとリレーマラソン開催 ～ （14日)
                        ◇今月号 18p 掲載

17日　志賀の工場でIOT化～コネクタ製造の白山
17日　志賀町を描く美術展大賞発表 ～ （15日)
          ◇今月号 1-4p 掲載

18日　志賀高校生、老人クラブ運動会運営に協力　　
　　　  ～（17日)
18日　森くるみさん北國あすなろ賞受賞
19日　レスリング川井梨紗子選手講演  ～志賀小（18日)
          ◇今月号 10p 掲載

21日　志賀で中部８県対抗自転車競技大会 ～（20日)
　　　=上写真  ◇今月号14p掲載
22日　富来の醤油でスィーツ開発
25日　志賀町団体優勝
　　　　～小松市弓道場開設記念北陸三県弓道大会

27日　志賀高校４連覇 ～県高校新人体育大会レスリング競技
          ◇今月号 26p 掲載

　調査期間:令和元年10月１日～ 10月31日
　※日付けは新聞掲載日
　※詳しい内容は、町立図書館でご覧ください。

新聞記事から、志賀町関連の明るい話題を紹介します。

～ 10月・神無月

【児童向け】
○ 日本史探偵コナン　シーズン 2-1 青山　剛昌
○ ネコ魔女見習いミルク１ ポーラ・ハリソン
○ おおゆき 加藤　休ミ
○ 南河国物語 濱野　京子

志賀町立図書館からお知らせ志賀町立図書館からお知らせ

図書館工房＆図書館工房＆クリスマスクリスマスおはなし会おはなし会
日時：12 月 21 日㊏　
   10:00 ～   クリスマスの
　　　　　ランプシェード作り  
   11:00 ～   ボランティアによる
                      読み聞かせ    

※詳しくは志賀図書館まで

中部８県対抗自転車競技大会

休 館 日　12 月２日㊊・９日㊊・16日㊊・
　　　　　23 日㊊・28日㊏～ １月４日㊏
開館時間　平日 9:30～ 18:00（㊏㊐㊗ ～17:00）

◆新着の CD◆
○ ５× 20 ～ All the BEST!!  1999-2019     ARASHI

今年も図書館をご利用いただきありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いします。
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町長に受賞について話す西方さん

　10月16日（水）、志賀町役場で西方政章さん（中山）の総務
大臣表彰の伝達式が行われました。
　西方さんは14年以上委員を務め、毎月富来行政センター
で行っている定例相談所などで、住民の身近な相談相手と
して活動してきました。また、県内の行政相談委員で構成
される協議会の役員を務め、その運営に尽力したことなど
により表彰されました。

西方さんが総務大臣表彰
行政相談委員

　10月11日（金）、とぎ桜貝チームが、志賀町交通安全
協会会長の寺井康人さん（後列左）と町長を訪れ、９月
28日（土）かほく市にて行われた第16回交通安全高齢者
自転車大会での優勝を報告しました。
　とぎ桜貝チームは団体の部で優勝、個人の部でも優
勝、２位、３位と上位を独占しました。

　【とぎ桜貝】 後列右 監督の石黒 潔さん
　　　 　　　前列右から 　石黒 博さん（個人優勝）
　　　　　　　　　　　 　 篠田 覺さん
　　　　　　　　　　　 　 服部 武雄さん（個人２位）
　　　　　　　　　　　 　 霊﨑 昇一さん（個人３位）

とぎ桜貝チーム　優勝を報告
交通安全高齢者自転車大会

とぎ桜貝チームの皆さん

　10月19日（土）、志賀町総合体育館で14回目となる志賀
町女性団体協議会レクリエーションの集いが行われまし
た。
　会員約140人が参加。６チームに別れ、応援席からの
大声援の中、紅白玉入れや綱引き、フラフープくぐり、
障害物リレーなど変化に富んだ種目で点数を競いまし
た。また、参加者全員で志賀音頭や富来音頭を踊り、さ
わやかな汗をかき、和気あいあいと親睦を深めました。
　

和気あいあいと親睦深める
志賀町女性団体協議会

チームワークが大切なボール送り

　10月20日（日）、能登ロイヤルホテル前を起終点とした自
転車のロード・レース競技が行われ、中部の８県から男子
48人、女子10人が出場しました。
　志賀の郷から、猪之谷、五里峠の山道、赤住からは海沿
いを百浦、小浦と走り、志賀町野球場横を抜けロイヤルホ
テルへ戻るというコース。女子２周、男子４周で競われま
した。来年の高校総体自転車競技と同じコースで、テスト
大会として開催されました。　

秋の志賀の郷を疾走
第53回中部８県対抗自転車競技大会

登り坂に向かう女子選手たち
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入賞者の豊かな感性をたたえて表彰
　10月20日（日）、第31回ＭＯＡ美術館志賀町児童作品展表彰式があり、入賞児童を
表彰しました。 【最優秀賞】

・ＭＯＡ美術館奨励賞
　尾﨑　譲葉（志賀小５年）
【優秀賞】
・志賀町賞
　大畠　吉翔（志賀小２年）
・志賀町教育長賞
　山澤　有結（志賀小４年）
・ＪＡ志賀組合長賞
　麦元　　圭（志賀小５年）
・ＭＯＡ議員連盟賞
　川瀧　　隼（富来小１年）
・北國新聞社賞
　津田　萌夏(志賀小５年）

第31回ＭＯＡ美術館志賀町児童作品展

【入賞】
・金賞
　澤田　　怜（志賀小６年）
　橋本　羚和（志賀小６年）
　高野　　颯（志賀小３年）
・銀賞
　宮﨑　　梓（志賀小５年）
　藤田　紗綾（志賀小４年）
　髙　　力斗（志賀小２年）
　余海　律希（志賀小１年）

・銅賞
　橋本　大河（志賀小５年）
　藤田　菜心（志賀小４年）
　若松　真衣（志賀小４年）
　坂下　茉瞳（富来小３年）

最優秀賞・優秀賞受賞の皆さん最優秀賞・優秀賞受賞の皆さん

入賞の皆さん入賞の皆さん

　10月23日（水）、富来活性化センターで行われた「羽衣大学」
の入学式に併せて、自動車免許の返納に関しての相談窓口が
開設されました。制度の周知のため、町と羽咋警察署が協力
して実施したものです。
　立ち寄った人からは、「こりゃ無けな、畑もできん」という
人もいる一方、「悲惨な交通事故が多いし、返納も考えんと
ならんかな…」と熱心に話を聞く人も見られました。
　翌日は、志賀町文化ホールでも開設され、両日あわせて約
50人が相談に訪れました。

自動車免許の返納相談
高齢者免許返納相談窓口

開設された相談窓口に立ち寄る人たち

中学生に手をとられ避難訓練する園児

　10月23日（水）、とぎ保育園と富来中学校の合同防災訓
練が行われました。地震発生による津波に備えて高い場
所へ避難するという想定で、保育園児が隣接する中学校
の３階へ避難しました。
　地震発生、津波警報発令後、保育園から中学校へ連絡
が入り、中学生が体育館で園児を迎えると、小さな園児
の手を取り、階段を上り３階の教室へと誘導しました。「は
じめ、手をつなぐのがはずかしかったけど、(避難訓練は)
うまくできました」と園児は話しました。

初めての合同防災訓練
とぎ保育園・富来中学校
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　11月４日（月・振休）、地震発生による志賀原子力発
電所の事故を想定した石川県原子力防災訓練が行われ、
志賀町からは10地区の住民をはじめ、社会福祉施設の
職員、町職員など約1,000人が訓練に参加しました。
　自家用車やバスによる避難訓練では、住民が防災行政
無線放送や緊急速報メールで情報を確認した後、能登町、
白山市への広域避難を行いました。
　また、道路寸断により孤立したと想定された志加浦地
区では、自衛隊ヘリコプターや高機動車、船による避難
訓練を実施しました。

原子力防災訓練を実施
いざというときに備え

1ヘリコプターで避難する住民　23船舶で避難する住民　
4バスで避難する住民　56道路寸断を設定した避難

　11月５日（火）、志賀町廃棄物総合対策審議会の花島守男
会長と寺口優美子副会長は、町からの諮問のあった家庭ご
み有料化実施計画（案）について、小泉町長に答申しました。
　答申書には、家庭から出る燃えるごみの排出方法につい
て、これまでの45リットル以下のごみ袋に貼付するごみ
シールは継続し、新たに10リットルと20リットルの指定ご
み袋を導入するとした意見が盛り込まれた内容となってい
ました。町では、この答申を参考に、今後、実施に向けた
方針を決定していくこととしています。

家庭ごみ有料化について町長に答申
志賀町廃棄物総合対策審議会

花島会長と寺口副会長が町長に答申

　10月24日（木）、世界農業遺産等専門家会議が能登地域で
開かれ、現地視察や取組事例のプレゼンテーションが行わ
れました。
　世界農業遺産等専門家会議とは、大学教授などの有識者
が委員を務め、世界農業遺産に認定されている地域を対象
に５年に１度、認定地域の活動状況などの評価を行うもの
です。志賀町の現地視察では、㈱ゆめうららの裏貴大社長
が仏木集会所で能登町の数馬酒造と連携したN-projectなど
の取り組みを発表しました。

N-projectの取り組みを発表
世界農業遺産等専門家会議

事例発表をする裏社長
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2　　　　　　　　　　  32　　　　　　　　　　  3

44 55 66
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祝福を受ける小川チヨさん

　11月３日（日・祝）、西海風戸の小川チヨさんが前日100
歳を迎え、入所する あやめケアセンターで、小泉町長、
上瀧民生委員などから祝福を受けました。
　小川さんは令和に入って３人目の 100 歳。好き嫌いな
く何でも食べますが、特にお肉が大好きだそうです。セ
ンターの友達や職員が心を込め手づくりしたお祝いメッ
セージをながめ、とてもうれしそうに微笑んでいました。
　家族は「ますます元気になってほしい」と話しました。

西海風戸の小川チヨさん100歳
いつまでもお元気で、町内20番目の長寿

　11月１日（金）、町ジュニアレスリング教室の岡田夢生さ
ん（志賀中２年）、永谷優來さん（志賀小６年）、谷内絵美里
さん（志賀小５年）が永谷悟史監督と間嶋教育長を訪れ、第
14回全日本女子オープンレスリング選手権大会（静岡県）で
の上位入賞を報告しました。
　永谷監督は「この大会は１日でこなす試合数が多く、勝
ち残るための体力トレーニングもやってきた。ここで勝て
たことは大きな成果」と選手の勝利を讃えました。
　岡田　夢生 　中学生の部39㎏級　優勝
　永谷　優來 　キッズ5.6年生の部36㎏級　優勝
　谷内 絵美里　キッズ5.6年生の部40㎏級　３位

全国大会上位入賞報告
第14回全日本女子オープンレスリング選手権大会

左から間嶋教育長、永谷さん、岡田さん、谷内さん、
永谷監督

　11月９日（土）～ 10日（日）、金沢市のいしかわ総合ス
ポーツセンターで第20回北信越少年少女・第16回北信
越中学生レスリング選手権が行われました。
　１日目は、北信越５県の選抜チームによる団体トーナ
メント戦が行われ、志賀町ジュニアレスリング教室の選
手で構成された石川選抜が優勝し、永谷優來さん（写真
右）がＭＶＰに選ばれました。
　２日目の個人選でも、ジュニア教室生は大活躍し、た
くさんの優勝者がでました。

【個人選に優勝した皆さん】
　幼年　　　　　　　中村徠輝、神田侑耶、中駄悠喜
　小学１～２年　　　大門明日香、永谷恋彩、木村海翔、
　　　　　　　　　　中泉元寿
　小学３～４年　　　中泉創、和泉諒亮
　小学５～６年　　　大門陸翔、永谷優來、大門大翔
　小学女子５～６年　谷内絵美里
　中学生男子　　　　松本勇莉、大垣内蓮斗、赤坂和哉
　中学生女子　　　　岡田夢生、赤坂美涼　

石川選抜（志賀町レスリング教室）が優勝
第20回北信越少年少女・第 16回北信越中学生レスリング選手権

写真上　団体戦表彰式 ( 左から永谷優來、大門大翔、松本倖希 )
写真下　決勝戦での永谷さん




