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【小学生女子の部】

1位 志賀ジュニア陸上教室 39分56秒

2位 増穂ac 41分23秒

3位 志賀町レスリング Ｅ 42分53秒

【小学生男子の部】

1位 神人和 35分47秒

2位 志賀町サッカースポーツ少年団A 36分58秒

3位 志賀町サッカースポーツ少年団B 38分08秒

【小学生女子の部】

1位 永谷　梨愛
(志賀町レスリングＥ) 9分40秒

2位 本谷　万奈
(志賀ジュニア陸上教室) 9分47秒

2位 寺門　美咲
(志賀ジュニア陸上教室) 9分47秒

3位 酒田　心陽
(増穂ac) 9分53秒

【小学生男子の部】

1位 川原　和也
(神人和) 8分08秒

2位 寺門　健汰
(志賀町サッカースポーツ少年団Ａ) 8分27秒

3位 岡　隼永
(神人和) 8分36秒

【中学生男子の部】

1位 ECCベストワンボーイズ 44分06秒

2位 志賀中陸上部男子 Ａ 44分26秒

3位 マサイ族 44分57秒

【一般男子の部】

1位 ヤマ時計店と富来エーシー 41分15秒

2位 志加浦クラブ 42分47秒

3位 志賀町レスリング Ａ 45分53秒

【中学生男子の部】

1位 花島　圭祐
(志賀中陸上部男子Ａ) 10分13秒

2位 張原　出帆
(ECCベストワンボーイズ) 10分14秒

3位 盛本　    航
(ECCベストワンボーイズ) 10分22秒

【一般男子の部】

1位 小山　弘二
(ヤマ時計店と富来エーシー ) 9分25秒

2位 中島　正宏
(ヤマ時計店と富来エーシー ) 9分54秒

3位 原崎　靖隆
(志賀町最速プロジェクト) 10分06秒

【中学生女子の部】

1位 志賀中陸上部女子A 34分07秒

2位 志賀中女子バスケットボール部 36分40秒

3位 富来中ホッケー部　SMILE 36分50秒

【一般女子の部】

1位 志賀町レスリング Ｂ 38分24秒

2位 富来小レディース魂(スピリッツ) 41分56秒

3位 きらら華小町 43分38秒

【中学生女子の部】

1位 中村　莉望
(志賀中陸上部女子A) 7分57秒

2位 倉島　妃鞠
(志賀中陸上部女子A)

8分24秒

3位 奥矢　詩乃
(志賀中女子バスケットボール部) 8分38秒

【一般女子の部】

1位 川端　万尋
(きらら華小町) 8分51秒

2位 赤坂　美涼
(志賀町レスリングＢ) 9分04秒

3位 岡田　愛生
(志賀町レスリングＢ) 9分30秒

１周2.1㎞コース １周 2.8㎞コースチーム成績チーム成績

個人成績個人成績（区間賞）（区間賞）
最優秀最優秀
選手選手

ー )))) 99分9分)))))))) 99999

最優秀最優秀
選手選手

リレーマラソン2019リレーマラソン2019
ふるさと志賀ふるさと志賀

　10月14日（月・祝）体育の日に、ふるさと志賀リレーマラソン2019が開催されました。開催２
年目となった本大会は、会場を志賀地域から富来地域に移し、48チーム192人が参加しました。
　富来支所を発着点に、2.1㎞、2.8㎞、２種類の周回コース。４人１チームでたすきを繋ぐ選手
の熱い走りに、沿道会場からは大きな声援があがりました。

① 2.1㎞コース・スタート　③ 2.1㎞コース・たすきリレー　⑤中学生女子の部ゴール
② 2.8㎞コース・スタート　④ 2.8㎞コース・たすきリレー　⑥一般男子の部ゴール

①① ③③

②② ④④

⑤⑤

⑥⑥

※当日の区間記録に一部誤りがありました。深くお詫び申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問生涯学習課　32-9350
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問情報推進課　☎ 32-9999

状態を示すランプが点灯していますか？

と思ったら ･･･

☝

☝

ボリューム

II
アイピーおんせいこくちたんまつアイピーおんせいこくちたんまつ

P 音声告知端末P 音声告知端末

正常時は緑色が点灯しています。
点灯していない場合は電源コード
を抜き差ししてください。（復旧
までに２～３分かかります）

電源位置

IP電話が通じない（８をつける町内電話）!!

音が小さくてよく聞こえない

「ボリューム」を大に回してください
「ガサガサ音」がして聞き取りにくい時は情報推進課まで
連絡してください。

側 面側 面

このダイヤルはボリュームではありません。
(機能はありません)

まずまず チェックチェック！！？
故障かな？

!!

りんご収穫祭香能の
丘ふれあいフェスタ香能の
丘ふれあいフェスタ

　11月３日（日・祝）、香能のスギヨ
ファーム志賀農場で、香能の丘ふれあい
フェスタが開かれ、たくさんの家族が訪
れました。地域のまちおこしの有志「ゆ
めラボ」が企画した「りんご収穫祭」で、
りんご狩り、写生大会、太鼓演舞やウク
レレ演奏などが行われました。れましした。
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情     報
パーク

催し物催し物

町内交通事故・火災発生状況
（令和元年11月１日現在）

平成31年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 24件 ２

負傷者数 30人 ４

死 者 数 ０人 △２

火 災

建 物 ２件 ０

林 野 ０件 ０

そ の 他 4件 ３

負傷者数 １人 １

火災などの問い合わせは…☎22-2999

お知らせお知らせ

チャリティてんと市

◆日　時　12月10日㊋
                         8:30 ～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問 農林水産課    ☎32-9290

今月の納税

納期限：12月２日㊍
・国民健康保険税（５期）
・後期高齢者医療保険料（８期）
・介護保険料（５期）

納期限：12月25日㊍
・国民健康保険税（６期）
・後期高齢者医療保険料（９期）
・介護保険料（６期）
・固定資産税（３期）
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TEL  0767-42-8080

司法書士・税理士による
相続遺言無料相談会

【電話相談】
◆日　時　１月26日㊐
                      10:00 ～ 16:00
◆当日専用ダイヤル
　　　　　☎ 076-291-7070

【面接相談】
◆日　時　１月26日㊐
                      13:00 ～ 16:00
◆場　所　コスモアイル羽咋
　　　　　　　　（羽咋市鶴多町）
　　　　　 七尾商工会議所
　　　　　　　　（七尾市三島町）
 
※両会場どちらでも受けられます。
※相談開始直後はたいへん込み合
　います。

問 石川県司法書士会
　☎ 076-291-7070

除雪時期が近づいています

◆道路にはみ出ている竹や木の枝
などは、所有者があらかじめ処
分してください。

◆路上駐車はしないでください。

◆消防水利（消火栓、防火水槽）の
周辺や除雪機械の入れない狭い
道路は地元の皆さんの共同作業
により除雪してください。

積雪状況に応じて除雪作業します。
地区によっては除雪機械の運行経
路により、作業が遅れることもあ
りますのでご了承ください。

問 まち整備課　☎32-9211

三菱　ＫＣ－ＦＥ６３７Ｅ

令和元年度第４回物品売払いを行います

　志賀町が所有する下記の物品について、予定価格（最低売却価格）の提示によ
る一般競争入札を実施します。参加できる人は町内に住所を有する個人および
法人に限ります。詳しくは企画財政課までお問い合わせください。   　

入札に付する売払い物件
物件
番号 品名 形　式 取得年 予定価格

（最低売却価格） 備　考

1 車両
三菱
ＫＣ－ＦＥ６３７Ｅ

H8
100,000 円
（消費税込）

自動車リサイクル料込

◆入札期間　令和元年12月16日㊊～
　　　　　　令和元年12月23日㊊
　　　　　　8:30～ 17:15
◆入札場所　志賀町役場 企画財政課
※入札期間等変更になる場合があります。

問 企画財政課　☎ 32-9331
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高齢者世帯などの除雪作業を支援します

　自力での除雪が困難な世帯の除雪を支援します。

　　　　　①  65 歳以上の高齢者のみの世帯
　　　　　②  母子世帯
　　　　　③  障がい者世帯など
　※近隣に除雪支援できる親族などがいる場合を除く。

◆費用　500円（１回）　
 　　　　※生活保護世帯、町民税非課税世帯は免除

　除雪の範囲は、居住のために使用している人家の
住居敷地内で、玄関先から公道までの日常生活を営
む上で必要不可欠な通行が確保できる範囲です。

※利用の際は、事前登録が必要です。

 　　健康福祉課　☎ 32-9131
 　　志賀町社会福祉協議会　☎ 42-2545
 　　各地区民生委員・児童委員

対象
世帯

第71回人権週間
12月４日㊌～ 10日㊋

　　　　　みんなで築こう人権の世紀
　　～考えよう 相手の気持ち
　　　　　未来へつなげよう 違いを認め合う心～

　期間中、全国で人権意識を高めるための各種啓発活
動が実施されます。

【志賀町での啓発活動】
内容 日時 場所

街頭啓発活動 12 月６日㊎16:15 ～
・どんたく高浜店前
・アスク前

人権相談
（無料）

12 月６日㊎
10:00～ 15:00

・志賀町文化ホール２階
・富来行政センター２階

※人権相談は、総合相談にあわせて開催します。

【人権相談ダイヤル】
法務局職員又は人権擁護委員
が相談に応じます。
（相談時間平日８:30 ～ 17:15）
秘密厳守、お気軽にご相談
ください。
  
  ・みんなの人権110番　　      ☎ 0570-003-110
  ・女性の人権ホットライン    ☎ 0570-070-810 
  ・子どもの人権110番　　      ☎ 0120-007-110
  ・外国語人権相談ダイヤル    ☎ 0570-090-911
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保々 稔氏が教育委員再任

　保々 稔氏（末吉）が教育委員に再任、辞令が交付
されました。任期は10月22日から４年間です。

体育施設営業時間の
一部変更について

　体育施設の営業時間が、１月５日㊐から一部変更
されます。

施設名
７～９月の開館時間 日・祝日の閉館時間
旧 新 旧 新

志賀町
体育施設 午前 ９ 時 午前

９時

午後 10 時 　午後
　５時 30 分B&G 海洋

センター 午前 10 時 午後 ７ 時

  ※ただし、大会など開催がある場合は変更があります。

問 生涯学習課　☎ 32-9350  

問申

問申

問申
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相談 ・ お知らせ

相 談 内 容 日　　時 場　所 問い合わせ先 備　考

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員 12 月 26 日㊍ 10:00 ～ 15:00 役場本庁舎

相談室
住民課
☎ 32-9122

就職・貸付金のことなど、
なんでも。

総合相談（無料）
相談員：行政相談委員、
　　　人権擁護委員、
　　　民生委員・児童
　　　委員、司法書士、
　　　生活相談支援員

<志賀地域 >
12 月６日㊎

（司法書士：午後のみ）
10:00 ～ 15:00

志賀町文化ホール
２階 21・23
会議室

志賀町社会福祉
協議会志賀支所
☎ 32-5003

日常生活の困りごとや、相談
先が分からない場合など気
軽に相談してください。
※志賀地域の行政相談委員
は奇数月のみです。

<富来地域 >
 12 月６日㊎

（司法書士：午前のみ）

富来行政センター 
２階 201・202
会議室

志賀町社会
福祉協議会
☎ 42-2545

障がい者福祉相談 12 月 11 日㊌ 13:30 ～ 15:30 役場本庁舎
相談室

健康福祉課
☎ 32-9131
FAX 32-0288

障がい者福祉相談支援事業
所の相談員が応じます。

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

12 月 ５ 日㊍
12 月 12 日㊍
12 月 19 日㊍

13:30 ～ 16:00 パトリア５階
フォーラム七尾

金沢弁護士会
☎ 076-221-0242

料金　5,500 円 (30 分 )
※クレサラ相談は初回無料
負担困難で法律援助基準に
該当すれば無料。
( 回数制限有 )

要約筆記・
手話通訳の案内 毎週月～金曜日 8:30 ～ 17:15 役場本庁舎

健康福祉課
☎ 32-9131
FAX 32-0288

要約筆記（文字で書いて伝
える通訳）や手話で、行政
手続きをお手伝いします。

しかまちむすび
結婚・出会い相談

随時（土・日曜日対応可。予約時
に申し出ください）

役場本庁舎ほか
（予約時にお知ら
せします）

企画財政課
ふるさと創生室
☎ 32-9301

個別相談のため要予約
相談無料

■ 窓口延長業務　　　問 住民課　☎ 32-9121

日　　時 内　　容

12月７日㊏・14日㊏
　　21日㊏・28日㊏
１月４日㊏

9:00 ～ 12:30

住民票・戸籍・印鑑
証明などの発行・マ
イナンバーカード交
付業務
※12月30日㊊はマ
イナンバーカード交
付不可12月30日㊊ 9:00 ～ 15:00

■ クリンクルはくい体験教室　時間 9:00 ～　場所：クリンクルはくい　　　 問申  ☎ 27-1153　FAX　27-1154

教　　室 日　　時 申込受付期間 講　　師 内　　容

エコクッキング教室
（予約制・定員20人）

   12月７日㊏  11月27日㊌ ~12月６日㊎ 室谷 加代子さん 料理づくりをとおして、ごみの処理方法を学びます。
参加費：1,000 円、持ち物：エプロン、三角巾、箸

■町長談話室　　   問 総務課　☎ 32-9311

　今月は他の公務により開催できませんので、ご了承ください。

 

有　

料　

広　

告　

欄

シルバー人材センターマスコット
キャラクター「チエブクロー」

公益社団法人  志賀町シルバー人材センター 会 員 募 集
● 仕事を依頼したい
　「人を雇うまでもなく、専門業者に頼むほどでもないが、誰かに頼むあてがない」…
● 仕事をしてみたい
　町内に住む健康で働く意欲のある 60歳以上の方なら、誰でも会員になれます。

まずは、お電話ください！！ ☎（0767）42-2170（富来行政センター内）
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介護予防介護予防

問 地域包括支援センター　☎32-9132

教室名 実施日 時　間 対　象 場　所

ほがらか教室
（体操）

12月12日㊍
12月26日㊍ 10:30 ～ 11:30

65歳以上の人

やすらぎ荘

志賀健幸教室
（講話と体操）

12月４日㊌
12月11日㊌
12月18日㊌

10:00 ～ 11:30 シルバーハウス

いきいき貯筋倶楽部
（百歳体操）

毎週火曜日
13:30 ～ 14:30

志

毎週月曜日 と

毎週水曜日 10:00 ～ 10:30 やすらぎ荘

毎週金曜日 9:40 ～ 10:10 シルバーハウス

オレンジ喫茶 12月11日㊌ 13:00 ～ 15:00 もの忘れが心配な人やそのご家族 旧ＪＡ高浜支店  ＡＴＭ  横

※介護予防教室は申し込み不要です。　※オレンジ喫茶は、参加費 100 円が必要です。
※やすらぎ荘、シルバーハウス、とぎ地域福祉センターには入館料が必要です。

健康カレンダー　掲示板

問 志賀町保健福祉センター　☎32-0339

志  ：志賀町保健福祉センター　志賀町高浜町カの１番地１
富  ：富来保健福祉センター　　志賀町富来領家町甲の 10 番地　富来支所 2階　　　
と  ：とぎ地域福祉センター　　志賀町酒見河原 50 番地

《実施会場》

乳幼児健康診査乳幼児健康診査
内　容 実施日 対　象 場所

４カ月児健診 12月５日㊍ 令和元年８月生まれ
志

１歳６カ月児健診 12月19日㊍ 平成30年５月～６月生まれ

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

12月５日㊍

乳幼児のお子さ
んとお母さんど
なたでも

15:00 ～
15:30
※要相談

志12月19日㊍

ゆう遊クラブ
12月10日㊋ 10:30 ～

11:30
※ 10:00から　   
  希望者には計測
  を行っています

12月24日㊋ 富

遊びの教室 12月２日㊊ お子さんの発達に不
安を感じている人

9 : 30 ～
　11:30

志
げんキッズ広場 毎週火・金曜日

※10日㊋は除く
乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

10:00 ～
　12:00

※ すくすく子育て相談、遊びの教室を希望する人は、事前に相談内容をご
連絡ください。

※ ゆう遊クラブの10日は「リズムヨガ」、24日は「クッキング」です。

すくすく子育てすくすく子育て

健 康 相 談健 康 相 談
内　容 実施日 対　象 時　間 場所

いきいき健康相談 毎週金曜日
どなたでも

10:00 ～11:30 志

こころの健康相談 12月20日㊎ 13:00 ～14:00 役場

※いきいき健康相談を希望の人は、事前に連絡のうえ、健診結果もしくは
血液検査結果を持ってきてください。

※こころの健康相談は、１週間前までに予約が必要です。

【受付時間】４カ月児健診 13:15 ～ 13:45
１歳６カ月児健診 13:15 ～ 14:00

女性がん検診（個別検診）女性がん検診（個別検診）

内容
検診
期間

対象者 費用

子宮頸がん検診
12月末

まで

20歳以上
（平成12年３月31日以前生まれ） 1,000円

21歳　
（平成10年４月２日
　～平成11年４月１日生まれ）

無料

乳がん検診
41歳　
（昭和53年４月２日
　～昭和54年４月１日生まれ）

無料

※事前に保健福祉センターに申し込みが必要です。
※クーポン券対象年齢の人は、無料で受診できます。受診票、クーポン券
を忘れずに提示してください。

◎特定健診・がん検診の実施について◎特定健診・がん検診の実施について
　台風のため中止した10月13日　台風のため中止した10月13日㊐㊐の検診はの検診は

　12月８日　12月８日㊐㊐　　8:008:00 ～～ 1010::3030　　志賀保健福祉センターで実施しま志賀保健福祉センターで実施します。す。
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ラーメン和
定 休 日　毎週月曜日
営業時間　11:30～ 14:00 ／ 17:00 ～ 21:00
電　　話　090-2375-9223

おかげさまで
15年！

11月中旬改装オープン予定。ご注文時に「広報しかを見た」で
お好きなトッピングを1つサービスいたします!(令和元年12月まで)

［しかばす・北鉄能登バス］ 千鳥ヶ浜バス停まえ

かず




