
新しいポンプ車と東増穂分団の皆さん

消防ポンプ車を更新
志賀町消防団東増穂分団　

　12月７日（月）、富来小学校で人権擁護委員による人
権教室が行われました。
　１・２年生児童35人が、詩の朗読やＤＶＤ鑑賞によ
り「相手への思いやりの心」を学びました。
　また、人権週間にあわせて、12月４日（金）には、町
内の商業施設２カ所で、人権擁護委員による街頭啓発活
動が行われました。「人権の大切さ」を多くの人に呼びか
けるため、啓発チラシや標語入りグッズを配布しました。
　この活動は人権について知ってもらい人権意識を高め
ることを目的に毎年実施しています。　

富来小学校で人権教室
人権週間 12月4日～ 10日

　12月18日（金）、志賀町消防団東増穂分団の消防ポン
プ車が更新され、役場本庁舎で引き渡し式がありました。
　東増穂分団の旧ポンプ車は、23年が経過したため更新。
新しいポンプ車は、６人乗りのマニュアル車で、用水路
などから水をくみ上げる機具やタイヤ付きホースラック
も積載されました。
　東増穂分団の木村英敏分団長は「新しいポンプ車の性
能を活かして、地域の防災に務めていきたい」と話しま
した。

富来小学校での人権教室（上）
街頭での啓発活動（左）

　12月21日（月）、能登中核工業団地でカレンダーを製
造する（株）ＴＳＧが、志賀町に日めくりカレンダーなど
を寄贈しました。寄贈は今年で12回目になります。
　翌22日（火）志賀町のつながりをテーマに旧福浦灯台
をデザインした日めくりカレンダーの「志賀町ですよ。」
と、志賀町ゆかりの山や海の恵みを軽快に描いた「イラ
ストカレンダー」を、町内の学校や施設に配布しました。
志賀小学校ではさっそく子どもたちが楽しそうにめくり
ながら感想を話していました。

日めくりカレンダーなどを寄贈
（株）ＴＳＧ

届いたカレンダーを見る志賀小学校の児童

元気にボールを追う選手

フットサル大会を開催
志賀町サッカースポーツ少年団

　12月12日（土）・13日（日）、志賀町総合体育館で第８
回少年フットサル志賀大会が行われ、能登地区の31チー
ムが参加しました。この大会は、競技を通じて少年たち
の心身を鍛え、フェアプレイの精神を養い、豊かな人間
性を育むことを目的として開催されています。
　志賀町からは３チームが参加。出場した鳥越政孝さん
は「コロナのせいであまり試合のできないなか、志賀町
で試合ができて楽しかったです。練習をがんばって次の
試合では、いっぱい勝ちたいです」と話しました。
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　12月22日（火）、富来中学校で、アゼルバイジャンパラ
リンピックアスリートとのオンライン交流会が行われま
した。富来中学校では３年生10人が参加し、アゼルバイ
ジャン代表で事前合宿参加予定の３選手と会話を楽しみ
ました。
　中学生と選手がお互いに質問をやりとりするうちに、
会話が弾み通訳がとまどうほどでした。

　　　　　　　　オンラインでつながる

【参加者】８カ所を結んでオンライン交流に参加した皆さん
○ アゼルバイジャン（５カ所）
　 パラリンピック協会 会長    　イルガル・ラヒモフ さん
　 パラリンピック国際部 部長　ハジリ・ルフェット さん
　 パラテコンドー選手              　ママドワ・アイヌル さん
　 パラ陸上ハンマー投げ選手　 ムサエウ・オルハン さん
　 パラ柔道選手　                           ザキエフ・イルハム さん
○ 富来中学校
　 磯　大毅 さん、今川 達也 さん、大場　駿 さん、
　 岡本 心希 さん、木谷 香南 さん、地下 陽向 さん、
　 橋本 茄奈枝 さん、廣白 修志 さん、不動 玲旺斗さん、
　 坂本 昂太 さん、島田 俊朗 校長
　 平見 夕紀 さん（司会進行）
○ 志賀町役場　間嶋 正則 教育長
○ 東京　　　　ユシフザダ・アイス さん（通訳）

アゼルバイジャンの選手とオンラインでつながる！
東京パラリンピック共生社会ホストタウン事業

イルガル会長(画面)と小泉町長（右）

イルガル会長とオンライン対談
東京パラリンピック共生社会ホストタウン事業

　１月６日（水）、志賀町役場で小泉町長が、アゼルバイ
ジャン・パラリンピック協会のイルガル・ラヒモフ会長
とオンライン対談を行いました。
　イルガル会長は、町の事前合宿についての協力、選手
に向けた志賀町の紹介・応援ビデオに感謝し「実際に会
える日を楽しみにしている。志賀町とは大会後も交流を
続けたい」と話しました。小泉町長も「万全の体制で歓迎
いたします。会長はじめ選手の皆さんを心よりお待ちし
ております」と応えました。

オンラインで交流する富来中学生と司会の平見さん ( 右下 )

ママドワ・アイヌル 選手
世界大会２回、欧州選手権、ヨーロッパ
大会の計４回優勝

ムサエウ・オルハン 選手
2007 年、2009 年の世界大会優勝

ザキエフ・イルハム 選手
アテネ、北京で金メダル、ロンドンで銅
メダル、国際柔道連盟の殿堂入り選手

約 7,500km
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受賞を報告する谷﨑会長（中央）

堀松老人クラブが知事表彰を受賞
第24回がんばる老人クラブ知事表彰　

　12月28日（月）、堀松老人クラブの谷﨑紀男会長が志賀
町老人クラブ連合会干場昌明会長とともに小泉町長を訪れ、
「がんばる老人クラブ知事表彰」の受賞を報告しました。
　道路のごみ拾いなどのボランティア活動や、公民館と共
同での健康体操やお菓子作りなどの企画、交流している文
化活動など、地域に貢献していることが評価されました。
　谷﨑会長は「これからも児童の見守り活動など、地域活
動に力を注ぎたい」と話しました。

小泉町長にマスクを手渡す谷内工場長（右）

子ども用マスクを寄贈
石川サンケン（株）　

　12月23日（水）、石川サンケン（株）の谷内秀雄志賀工
場長が志賀町役場を訪れ、志賀町に子ども用マスク6,650
枚を寄贈しました。
　石川サンケン（株）は、４月にもサンケンオプトプロダ
クツ（株）とともに、11,500枚のマスクを寄贈しています。
　谷内工場長は「今回は従業員の多い能登地区８市町に
約６万枚寄贈することにしました。役立ててください」
と話しました。

郷土の味「ころ柿」を子どもたちに
ＪＡ志賀ころ柿部会

間嶋教育長にころ柿を手渡す
新谷組合長（中）と新明部会長（右）

　１月12日（火）、ＪＡ志賀は「能登志賀ころ柿」1,380個を
町教育委員会に寄贈しました。児童生徒の食育、地産地消、
ふるさと教育への取り組みとして今年で５年目となります。
　ＪＡ志賀 新谷克己組合長、同ころ柿部会 新明侃

かんじ

二部会
長らが役場を訪れ、間嶋教育長にころ柿を手渡しました。
　新谷組合長は「地元名産ころ柿の味わいを楽しんでほし
い、これでコロナウイルスに負けないで過ごしてくれれ
ばと思います」と話し「子どもたちも毎年楽しみにしていま
す」と間嶋教育長は給食で町内の学校に提供することを伝
えました。
　また席上、志賀小学校児童が制作した「ころ柿ＰＲポス
ター」が披露されました。ポスターは道の駅「ころ柿の里し
か」の休憩所などで掲示されます。
　翌13日（水）、町内の各学校で「ころ柿」が提供され、志賀
小学校３年１組では「ころ柿」が出来るまでの映像を見て、
学習してからみんなで食べました。

志賀小学生児童が描いた「ころ柿ＰＲポスター」

ころ柿の出来るまでを学習（左）
給食でころ柿を食べる児童（右） …［写真提供 : 志賀小学校］
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12月　December
４日　富来中学校１年生が、田渕秀之さん(和田)から、

地域の名所を盛り込んだ「相撲甚句」、元服の際
に謡われた「よいこの節」を学ぶ。

18日　志賀町消防団東増穂分団のポンプが23年ぶり
に更新される。　　　　　　　◇ 今月号12頁掲載

18日　すばる幼稚園で門松作り、岩田の岩野豊さん、
幸子さん夫婦から学ぶ。

21日　能登中核工業団地の(株)ＴＳＧがカレンダーを
寄贈する。　　　　　　　　◇ 今月号12頁掲載

22日　富来中学生10人が、アゼルバイジャンのパラ
リンピック出場選手とオンラインで交流する。

                                 　　　　　　　　 　 ◇ 今月号13頁掲載

24日　志賀町と金沢ケーブルの調印式が行われる。
                                 　　　　　　　　 　 ◇ 今月号15頁掲載

26日　志賀町でロケのドラマ 「桜色の風にのって」 が
　　　北陸放送（ＭＲＯ）で放映　           ◇ 12月号28頁掲載

【その他】
中旬　富来商工会女性部が、桜貝の作品をインター

ネットで公開する。
27日ころ　安部屋海岸に準絶滅危惧種のシリガモが飛来

１月　January
６日　アゼルバイジャン、パラリンピック協会イルガ

ル会長と町長がオンライン対談　◇今月号13頁掲載

７日　町内の小学校５年生以上を対象にオンライン授
業を試行する（家庭と学校をつないだ授業）

10日　志賀町成人式、総合体育館で行われる
　◇今月号1～ 4頁掲載

11日　甘エビのかご漁始まる
12日　ＪＡ志賀から教育委員会へ「ころ柿」寄贈
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇今月号14頁掲載

13日　町内学校で「ころ柿」が給食に提供される
14日　北陸中日新聞連載「祭りの国・能登」で堀松綱引

祭が紹介される
15日　志賀小学校３年・髙橋　凜さん2020年世界青少

年発明工夫展・絵画部門で銅賞受賞、伝達表彰

【その他】
　新年互礼会などがウイルス感染症防止のため中止
　７日から８日にかけて気象庁が2019年運用後初の
　「顕著な大雪に関する気象情報」を発表
　７日から11日にかけて大雪
　積雪に関わる緊急出動に備え出初式が中止

　調査期間:令和２年12月４日
　　　　　～令和３年１月15日
　◇広報しか掲載号と掲載頁

ケーブルテレビの運営を移行
志賀町・金沢ケーブル株式会社

　令和２年12月24日（木）志賀町役場で、小泉町長と金沢
ケーブル株式会社の宮村慎一郎社長が、ケーブルテレビ
ネットワーク施設の無償譲渡に関する覚書に調印しました。
　志賀町ではケーブルテレビの運営移行により、財政
負担を減らし、町民に充実したインターネット環境を
提供するため、令和４年４月１日に、業務提携してい
る金沢ケーブル株式会社に施設を無償譲渡のうえ、事業
主体を移すことにしました。
　小泉町長は「これまで以上に効率的で効果的な運営が
図られ、サービス向上につながると期待している」と話
しました。

事業主体、運営が移ることによって
何かかわるのですか ?

・地上波放送や「しかチャンネル」は
引き続き無料で視聴できます。

・有料チャンネルを視聴している人
も、新たな手続きは不要です。

　（レンタルＳＴＢも継続されます）

・インターネットは１ギガビットが
　標準となり、料金も現在の
　100メガビット 4,500円／月が、
　　１ギガビット 3,990円／月と、
より速く、より安くなります。
（価格は税抜き）※令和３年10月から順次切替予定

【変わらないこと】

【変わること】
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