
　２月13日(土)、八幡の冨木八幡神社で、志賀町交通安
全協会による交通安全祈願祭が行われました。
　式には、志賀町交通安全協会の寺井康人会長、小泉勝
町長、寺井強議長、羽咋警察署の中村俊也署長ら関係者
24人が出席し１年間の交通安全を祈願しました。
　寺井会長は「交通事故の減少と死亡事故ゼロを目指し
て今年も取り組んでいきたい」と決意を述べました。

無事故を願い
志賀町交通安全協会

町の特産品・加能ガニを紹介する司会者

オンラインで町の魅力を発信
大和ハウス工業（株）

左から、佐藤羽咋郵便局長、岡部高浜郵便局長、若狭富来郵便局長

ネットワークなどを活用
日本郵便株式会社

　２月26日（金)、志賀町内の直営郵便局および羽咋郵便
局と志賀町との間で包括連携協定(※)を締結しました。
　郵便局のネットワークを活用して、安心・安全な暮ら
しの実現、経済活性化、住民の利便性確保・向上、未来
を担う子どもの育成、まち・ひと・しごと創生など６項
目で協力していきます。

※包括連携協定…自治体と民間企業が双方の強みを生かして
課題解決に向け連携していく取り組みで、住民サービスの向
上を図り、地域の活性化推進を目的に締結する協定です。

祈願祭に参加した皆さん

　２月22日(月)、第一生命保険(株)と志賀町との間で包
括連携協定(※)の締結式が行われました。
　協定の内容は、健康増進、子育て支援、スポーツ振興
など13の項目にわたり、第一生命保険(株)がこれだけ多
くの項目で協定を結ぶのは石川県内では初めて。
　小泉町長は「特に婚活支援について期待しています」と
話すと原田幸治金沢支社長は「会社で持つノウハウ、経
験などを生かして取り組んでいきたい」と答えました。

婚活支援にも
第一生命保険株式会社

左から、山森営業部長、原田支社長、小泉町長、庄田副町長

　１月31日（日）と２月21日（日）の２回にわたって、移住
定住促進で協定を結んでいる大和ハウス工業(株)と志賀町
共催の「おウチで能登をプチ探訪！」と題したオンライン
イベントを開催しました。
　移住に興味がある県外を中心とした約250組に、町の特
産品や名所、森林住宅地の暮らしなど、志賀町の魅力を
紹介しました。
　参加者からは「町の良いところがよく分かったし、子ど
もと一緒に楽しめた」「コロナ禍の中、行ったことのない
土地が見られてよかった」という声が寄せられました。
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２月　February
　13日　志賀町交通安全協会が、冨木八幡神社で交通安全
　　　　　の祈願祭を行う。　　　　　  　　◇ 今月号10頁掲載

　21日　志賀町と大和ハウス工業(株)が、オンライン移住
　　　  イベントの２回目を開催   　　　　◇ 今月号10頁掲載

　22日　志賀町と第一生命保険株式会社が包括連携協定を
　　　    結ぶ　　　　　　　　　　 　　　◇ 今月号10頁掲載

　25日　「北陸中日新聞」連載「祭りの国・能登」で西海祭り
　　　　　 が紹介される
　26日　志賀町と町内10郵便局、羽咋郵便局と包括連携
　　　　協定を結ぶ　　　　　　　 　　　◇ 今月号10頁掲載

【その他】
　・志賀町陸上競技協会が「いしかわ生涯スポーツ優良団
　　体表彰(石川県知事表彰) 」を受賞　　  ◇ 今月号９頁掲載

　・志賀町商工会青年部が「志賀町のくらしあんしんナビ
　　ブック」を作成、町内全世帯に配布
　・「くまの地域づくり協議会」が空き家を宿泊施設に整備
　　し、里山暮らし体験に提供する企画を立案
　・ハイレゾが、能登中核工業団地にデータセンターを
　　増設、４月着工の方針を発表

３月　March
　３日　濱田房子さん(高浜町)が、社会奉仕活動者県知事

表彰を受ける　　　　　　　　 　◇ 今月号11 頁掲載

　３日　熊野駐在所落成式
　７日　全国相撲形

かた

競技大会で志賀小５年生の脇田英喜智
くんが準優勝　　　　　　　　 　◇ 今月号12 頁掲載

　９日　ロイヤルホテル能登で「ものつくり大学による
　　　　ミゼットハウス寄贈」の発表会開催
　12日　志賀中学校・富来中学校卒業式
　15日　志賀町赤崎沖の海上で長さ6.15メートル直径45

センチのブイ(浮標)が漂流しているのを漁船が発
見、廃棄物として処理される。

　調査期間:令和３年２月13日～３月17日
　◇ 以下は広報しか掲載号と掲載頁

　　　　　　　　　　町内両中学校の卒業式

高浜町の濱田房子さんが知事表彰
石川県社会奉仕活動者(食生活改善推進員)知事表彰

　３月３日（水）に社会奉仕活動者の県知事表彰を受けた
濱田房子さん(高浜町)が、３月５日(金)に小泉町長を訪れ、
受賞の報告を行いました。
　濱田さんは、長年にわたって、食生活改善推進員として、
食育の推進や減塩普及、高齢者への低栄養予防の取り組
みなど、地域の食生活改善による健康づくりに尽力され
てきました。
　「知事賞受賞にとても驚いています。これは一緒に活動し
てきた皆さんのおかげだと思います」と喜びを語りました。

矢駄の谷  キクヱさんが100歳
いつまでもお元気で、町内31番目の長寿

　３月15日（月）に100歳を迎えた、矢駄の谷キクエさん
が３月17日(水)自宅で、小泉町長、家族から祝福を受け
ました。
　谷さんは「あらぁ、こんなにたくさんの人がおいでて、
ありがとうございます」と何度もお礼を言いながら、笑
顔で話されていました。
　長女の笑子さんは「本当
に元気で、外へ出て草むし
りをしているのが、長生き
の秘

ひけつ

訣のようです」と話し
ました。

祝福を受ける谷キクヱさん

受賞の喜びを報告する濱田さん

　中泉 心希 さん ( 志賀中 )　　　　磯　大毅 さん ( 富来中 )

志賀中学校　　　　　　　　　　  富来中学校　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

広報しか
2021.4

11



脇脇
わ き た

田田  英英
え い き ち

喜智喜智 くん くん

・新築住宅を取得
　した人に奨励金
・空き家を取得し
　リフォームした
　人に助成金
・民間賃貸の
　家賃助成

最高
月額２万円！

最高

100万円！

最高

170万円！

問 企画財政課 ふるさと創生室
　 ☎ 32-9301

志賀町に移住した人へ志賀町に移住した人へ

　志賀町へＵターン・Ｉターンした人に
対して奨励金を交付します。

【Ｕターン者】　　　20万円！
【Ｉターン者】　　　20万円！
【新規学卒者】　         10万円！

志賀町で就職した人へ志賀町で就職した人へ
ふるさと就業促進奨励金

わ き たわ き た え い き ちえ い き ち
全国相撲全国相撲形形

かたかた

競技大会　準優勝競技大会　準優勝

志賀相撲教室所属・志賀小学校５年生

「しか
チャン

」でも

「しか
チャン

」でも

エント
リーし

た映像
を

エント
リーし

た映像
を

放送予
定

放送予
定

　３月７日(日)、全国相撲形競技大会で、志賀相撲教室所属、
志賀小学校５年生の脇田英喜智くんが準優勝しました。
　この大会は、小・中学生約1,500人が参加する相撲の国際
大会である白鵬杯がコロナ禍で開催できなくなり、その代替
として開催された相撲大会です。
　「形」を審査基準とした新しい試みで、個々で撮影した動画
（シコ、１人相撲）発信を出場とし、日本で一番美しい「形」を
決める大会。シコは60秒内に左右３回ずつ行う。
　277人のエントリーがあり、小学生４～６年生シコ（四股）
の部で脇田くんが準優勝となりました。

※就業の日から１年経過後から
３カ月以内に申請が必要です。
※転勤など一時的な就業および
公務員は対象となりません。
※18歳以上60歳未満が対象に
なります。
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４

５

しかチャンネル（９チャンネル）データ放送利用方法
町からのいろいろな情報が「いつでも、文字で、何度でも」確認できます！

ん？何ゃそれ、
うちのテレビでも映るんか？

「しかチャン」見とるとき、
この dボタン押せば
いいみたい、
押してみるね。

わっ！
何か出てきたじゃ…

dボタンdボタン

A

このように、これまでＩＰ音声告知端末で放送していた内容が
ケーブルテレビの「データ放送」でいつでも確認できます。

　各家庭や事務所に設置している「ＩＰ音声告知端末」は、10月以降順次、町内の業者
が取りはずしに伺いますので、そのときは立ち会いをお願いします。それまでは、勝手
に配線をはずしたりせず、そのままにしておいてください。
「町内無料電話（８番電話）」は 10月から使用できなくなります。

問 情報推進課  ☎ 32-9261

データ放送を見てみよう！

この「お知らせ」A  を押して、次に
「志賀町のお知らせ」B  を押すと…

じゃぁ、「献血について」の
ところ押すね。

ほぉ～こんなん見れるげんなぁ、
そう言ゃぁ、さっきのところに、
「ゴミの日」ってあったけど…

りくつ (理屈 ) なぁ～

※リモコンのボタン配置や名称は
　メーカーによって異なります。B

いろいろあるなぁ～
役場で献血があるみたいやなぁ

そんなときは、「戻る」
ボタン押すと前のペー
ジに戻るげよ。
「ゴミの日」のページ
には、ゴミ収集の予定
が確認できるんだって

戻る ボタン戻る ボタン

決定 ボタン決定 ボタン

ねぇねぇ、データ放送で志賀町の
情報見られるって知っとった？

１

２

３
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