能登志賀スポーツ少年団

全国大会武道館出場へ
７月11日（日）
、石川県立武道館で行われた少林寺拳
法全国大会石川県選考会で、最優秀賞を受賞した能登志
賀スポーツ少年団の金山稜さん、林胡佑さんが林勝嗣監
督と、７月16日（金）間嶋教育長を訪れ、全国大会出場
の喜びを報告しました。
胴衣姿の金山さんと林さんは、教育長の前で力強い組
演武を披露し
「全国大会では高得点をとりたい」
と目標を
掲げました。林監督も一般男子五段以上の部で全国大会
に出場します。

左から間嶋教育長、金山さん、林さん、林監督
末吉地区

トミヨの観察会

石原さんの説明を聞く子どもたち
東京五輪・パラリンピック

７月25日（日）
、末吉の鷺池で「トミヨ」の観察会が行
われ、子どもから大人まで約60人が参加しました。
環境保全に取り組む「末吉トミヨ倶楽部」を中心に、池
の清掃もかねて毎年行われているもので、今年は約30
匹のトミヨが確認されました。石川県希少保全推進員の
石原一彦さんを講師にトミヨの生態を学んだ子どもたちは
「トミヨはかわいい、守り続けていきたい」と笑顔でした。
石原さんは「池の植物の生殖状態で、トミヨの生息地
も移動していたようだ」と話し、池の清掃箇所にも配慮
が必要な事が分かりました。

ホストタウン事業

オンライン・アート・ワークショップ
７月28日（水）
、志賀小学校でオリンピック・パラリン
ピックに出場するジョージアのホストタウンを結んで、オ
ンラインのアート・ワークショップが行われました。
徳島県、大牟田市(福岡県)が参加し、徳島市の四国大学
をメイン会場にして、木製の船の製作を行いました。
志賀町では４、５年生の児童16人が参加、色鉛筆やマ
ジックなどで色づけし、それぞれ独自の船に仕上げていま
した。
「ジョージアの選手を応援する思いで作った」と話す
児童は帆にジョージア国旗を描いていました。

志賀町が映し出された場面 ( 中継モニタ画面 )
志賀中学校・髙匡一郎さん、柴田咲季さん

北信越大会出場へ
７月30日（金）
、第42回北信越中学校総合競技大会水
泳競技に出場する髙匡一郎さん、女子体操競技に出場す
る柴田咲季さんが宮下裕樹校長と間嶋教育長を訪れ大会
への意気込みを語りました。
髙さんは、男子100ｍ自由形に、柴田さんは平均台や
ゆかなど４種目で行われる女子個人総合体操競技に出場
します。
間嶋教育長は「次は全国大会出場の報告に来てくださ
い」と激励しました。
左から間嶋教育長、柴田さん、髙さん、宮下校長
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石川ボーイズ

全国大会出場へ
７月

July

17日

町内の海水浴場で海開き

26日

加能作次郎文学顕彰作文コンクール開催( 富来小 )

28日

オンライン・アート・ワークショップ開催
オリンピック・パラリンピック・ホストタウン事業

◇ 今月号10頁掲載

村本義雄さんが野鳥学校の記録を
絵本にまとめ出版されました。
志賀町内の学校、図書館に寄贈さ
れましたので、ご覧ください。

８月
１日
７日

August
志賀学童クラブ、宝達志水少年軟式野球交流大会
で優勝 ( 県内外12チーム出場 )
オンライン・トリップで巌門などを紹介
オリンピック・パラリンピック・ホストタウン事業

12日

アゼルバイジャンパラリンピック水泳選手来町
事前合宿のため20日まで

調査期間:令和3年７月17日〜８月16日
◇ 以下は広報しか掲載号と掲載頁

志賀町から石川ボーイズに参加の６人

７月30日(金）、第52回日本少年野球選手権大会に北陸
地区代表として出場する石川ボーイズに参加している志賀
町の中学生６人が、全国大会出場の喜びと意気込みを小泉
町長に語りました。
同行した村山和光代表は「一回戦は強敵の神奈川地区代
表だが、全力で望みたい」と話しました。
出場する選手は次の皆さんです。
中野正翔さん、木下晴仁さん、岡 羚音さん、
浜田 空さん、徳田英汰さん、茶畑隼佑さん
ＮＴＮ能登地区４社

東京オリンピック・パラリンピック大会

障がい児福祉振興に役立てて

パラリンピック事前合宿
アゼルバイジャン・水泳競技チーム

来町

８月12日（木）〜 20日（金）の期間、志賀町で事前合宿
を行いました。

アゼルバイジャンチーム

オンラインでの
歓迎セレモニー

右から山崎社長と邊田社長

大会出場選手
SALEI Raman ラマン・サレイ（27 歳）
リオディジャネイロ五輪パラ100ｍ背泳ぎ 銀メダリスト
男子100ｍ背泳ぎ 8/27㊎
男子050ｍ自由形 8/29㊐
男子100ｍ自由形 8/31㊋
男子100ｍバタフライ 9 /3㊎

17:00ごろ
10:10ごろ
9:10ごろ
10:10ごろ

ISRAFILOV Vali ワリ・イスラフィロフ（18歳）
2021年度 100ｍ平泳ぎ ランキング１位
男子100ｍ平泳ぎ 9/1㊌
男子100ｍバタフライ 9/3㊎

19:40ごろ
10:10ごろ

（17歳）
SHANDIBINA Dana ダナ・シャンジビナ
女子100ｍ平泳ぎ 9/1㊌ 10:20ごろ
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８月３日（火）、(株)NTN志賀製作所の邊田好則社長と同
能登製作所の山崎晴久社長が、NTN能登地区４社の代表
として志賀町役場を訪れ、小泉町長に「障がい児福祉振興
のため役立ててほしい」
と寄付金を手渡しました。

献血を実施します
◇９月２日㊍ 9:30 〜 12:00、13:30 〜 16:00
志賀町役場 本庁舎 1 階
400ml 献血にご協力をお願いします
※マスクを着用して来てください
石川県赤十字血液センター
☎ 076-254-6372

情報推進課

も

どこにいて

じんそく

！
より確実に

！
より迅速に

☎ 32-9261

志賀町情報多重化システム

屋外防災行政無線

ケーブルテレビ

・「しかチャンネル」
・データ放送
・屋外放送

携帯電話・
スマートフォン

電話・ファクシミリ

パソコン
( ホームページ )

・行政メール
・志賀町公式 LINE
・防災アプリハザードン

・電話へメッセージ配信
・FAX へ情報配信

志賀町
ホームページ

配信情報一覧
配信情報

配信内容

緊急情報

ミサイル発射などの国民保護情報、地震情報、津波情報、大雨情報、土砂災害情報など

気象情報

各種気象警報の発表・解除

志賀町からの
お知らせ

防災情報、行政情報、イベント・行事案内、緊急案内など

電話・ファクシミリへの防災情報配信サービス
スマートフォンを持ってい
ないし、パソコンも使えな
いのですが…

家の固定電話の電話番号やＦＡＸ番号を登録
すると、防災情報が届くようになります。
詳しくは、来月号の広報をご覧ください。
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志賀町情報多重化システム

９月 末 「ＩＰ音声告知端末」
で

は

使えなくなります。
「ＩＰ音声告知端末」への音声情報配信や
「８」番電話サービスは終了します。

10 月１日以降、町内指定業者が端末機を取り外しに
伺います。そのときは立ち合いをお願いします。
ＩＰ音声告知端末

それまでは、勝手に端末機を外したりしないでください。

金沢ケーブルでインターネットを利用している場合

10 月分からインターネットは月額 4,380 円 ( 税込み ) となります。
料金変更に際しての手続きは不要です。

スマートフォンなどへの情報配信サービス
LINE
志賀町公式 LINE
スマートフォンで左の
二次元バーコードを
読み込んで「友だち」
登録

防災アプリ
ハザードン
ｉＯＳ
( アイフォン )

App Store から
ダウンロード
して登録

@shikatown
志賀町公式 LINE を利用する
には、LINE 株式会社が運営する
コミュニケーション
アプリ「 LINE 」を
スマートフォンなど
にインストールする
必要があります。

用

スマートフォン、
携帯電話で右の
二次元バーコード
を読み込んで登録
多言語 ( ※ ) にも対応

Android
（アンドロイド）用

Google Play から
ダウンロード
して登録
地域は３カ所登録可能
離れて暮らす家族が
住んでいる地域の情報
も入手できます。

広報「しか」８月号と
広報「しか」８月号と
いっしょに配布した
チラシもご覧ください
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行政情報
メールサービス

※英語、中国語 ( 簡体字、繁体字 )、
ベトナム語、タガログ語、
インドネシア語

その一票

政治を動かす

カギになる

投票日

９月12日 志賀町長選挙

投票時間 午前７時〜午後８時

※次の投票所のみ投票終了時刻を午後７時に繰上げします。
●第17投票所 稗造研修センター （尊保、楚和、灯、阿川、入釜、鵜野屋、地保、切留）

◎ 投票所の入場券の発送について

み

入場券は、世帯ごとに４人分までをまとめて世帯主宛てに送付します。
（有権者が５人以上の世帯には、２通以上に分かれて届きます。
）
投票の際は、入場券を持って投票所へお出かけください。
届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、
投票できますので、投票所の係員に申し出てください。

投票できる人

次のいずれにも当てはまる人
① 平成 15 年９月 13 日以前に生まれ
② 令和３年６月６日以前から引続き志賀町内に住民登録をし
③ 志賀町の選挙人名簿に登録されている人

ほ

ん

投票所へは
入場券を持って
お出かけ下さい。

◎ 第５投票区、第 11 投票区の投票所が変更になります。
第５投票区（ 町、安部屋、安部屋営団、上野、大津、小浦、百浦、志賀の郷住宅団地 ）
の投票所が
旧志加浦保育園 → 旧志加浦小学校体育館 に変更となります。
第11投票区
（ 矢駄、倉垣、安津見 ）
の投票所が
旧加茂保育園 → 旧加茂小学校体育館 に変更となります。

◎ 新型コロナウイルス感染症対策について
「アルコール消毒液の設置」
、「投票記載台などの定期的な消毒」
、
「事務従事者のマスク着用」
、
「飛沫防止のためのパー
テーションの設置」など、感染症対策に取り組みます。
投票所では、感染症対策の一環として、使い捨てのえんぴつをお渡しします。
また、ご自宅からえんぴつまたはシャープペンシルを持参した場合でもご使用いただけます。
投票日当日の午前中は混み合うことが予想されます。また、期日前投票においては、投票日が近づくにつれて多くの人
が投票に訪れる傾向にあります。投票所での密集を避けるため、期日前投票の利用、混雑が予想される日や時間帯を避
けた投票にご協力をお願いします。

◎投票日当日に、投票所へ行けない人は、期日前投票や不在者投票制度などがあります。
投票日当日に、仕事や、予定があって投票に行けない人は期日前投票ができますので、入場
券を持ってお越しください。

期日前投票

期 間：９月８日 から９月 11 日 までの毎日
時 間：午前８時 30 分から午後８時まで
場 所：志賀町役場本庁舎町民ホール
富来活性化センター中会議室

※入場券をお持ちでない場合
は「運転免許証」などの本
人確認ができるものを提示
いただく場合があります。

滞在地での
不在者投票

仕事や旅行などで他の市区町村に滞在中で、
投票日までに志賀町に帰ることができない人は、
滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。この場合は、宣誓書を添えて、
志賀町選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください。

病院・施設での
不在者投票

指定病院など（病院・保健施設・老人ホーム・保護施設など）に入院、入所中の人は、その
施設が不在者投票を取り扱うことができる施設として指定されていれば、その施設内で不在者
投票ができます。詳しくは、入院、入所している施設にお問い合わせください。

郵便等による
不在者投票

身体に重度の障害等がある人で一定の要件に該当する人は、自宅で郵便による不在者投票を
することができます。※この場合は、事前に郵便等投票証明書の申請をし、交付を受けている
ことが必要です。

特例郵便等
投票

新型コロナウイルス感染症により療養などをしている人で、一定の要件を満たす場合、郵便
等により投票をすることができます。投票を希望される場合は、志賀町選挙管理委員会までお
問い合わせください。
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