
　８月15日（日）に100歳を迎えた大島の高もとゑさんが、
８月16日（月）入所している施設で職員から祝福を受けま
した。高さんは「皆さんのおかげで、ここまでこれました。
いつもありがとうございます」と周囲の職員にお礼を言い
何度も頭をさげました。職員によると高さんは、いつも
こういったねぎらいの言葉をかけてくれるそうです。
　前日の面会時間にお祝いした家族に、もとゑさんのこ
とを訪ねると「手先が器用で、施設に入るまでは、毎日帽
子やマフラーなど編み物をしていました」と話してくれま
した。

大島の高もとゑさんが100歳
いつまでもお元気で、町内34番目の長寿

県内初の認証取得
(株)コスモ・フーズシステム

　　　　　　　町長に提言書を手渡す寺井議長

緊急時の避難活動について提言
志賀町議会

　８月23日（月）、弁当製造などを手掛けるコスモ・フー
ズシステムの林圭一郎専務らが、食品安全管理マネジメ
ント規格「ＪＦＳ－G(HACCP)」の適合証明を取得したこ
とを小泉町長に報告しました。
　改正食品衛生法に基づいて、食品を取り扱う事業者に
食中毒などを防止するための国際基準HACCP（ハサップ)
が義務化され、これに対応するため、2019年から準備、
今年認定試験を受け、７月２日に認証を取得しました。
　林専務は「これからも食の安全面に気をつけていきま
す」と話しました。

祝福を受ける高もとゑさん

小泉町長に食の安全について話す林専務 ( 中央 )

笹波の表よし子さんが100歳
　８月27日（金）に100歳を迎えた笹波の表よし子さんが、
８月30日（月）入所している施設で、小泉町長や職員、
家族から祝福を受けました。
　家族の皆さんは、「70代後半に腰を痛めるまでは、田
んぼや畑に出ていました。これまでも大きな病気にか
かったことはなく、100歳を迎えられたのは、お世話い
ただいている施設の皆さんのおかげです」と話しました。
　コロナ禍で久しぶりの面会だったため、家族は喜んで
いました。

いつまでもお元気で、町内35番目の長寿

祝福を受ける表よし子さん

　８月24日（火）、志賀町議会は、新型コロナウイルス
感染拡大のなか、避難所での感染症対策と経済支援を求
める提言書を小泉町長に提出しました。
　提言書を手渡した寺井強議長は「町民が安心して暮ら
していけるよう、町と議会が両輪となっていければと
願っている」と話しました。
　小泉町長は「ウイズコロナ、アフターコロナを見据え
て支援を行っていきたいので、皆さんにも協力をお願い
したい」と答えました。
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８月　August

　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　　◇ 今月号13頁掲載

　14日　西海風無の西海神社で、90年ぶりに新調された
灯籠１対が披露される

　23日　高校総体レスリング競技で、志賀高校３年生の
岡田愛生さんが準優勝                    ◇ 今月号11頁掲載

　24日　志賀町議会が町長に提言書を提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　◇ 今月号10頁掲載

　27日　志賀町で事前合宿していたアゼルバイジャンの
　　　　ラマン選手が100ｍ背泳ぎで金メダルを獲得
　　　　　　　　　　　　　　　　　◇ 今月号12頁掲載

※ 中旬から巌門周辺にイルカが確認されるようになる

９月　September

　１日　志賀町で事前合宿していたアゼルバイジャンの
　　　　ワリ選手が100ｍ平泳ぎで金メダルを獲得
　　　　　　　　　　　　　　　　　◇ 今月号12頁掲載

　５日　第32回県スポーツ少年団相撲交流大会で志賀町
　　　　が団体優勝し３連覇、個人６年の部は脇田英喜智

さんが、３年の部は泉寛大さんが優勝した。

　14日　志賀小学校で人権教室を開催　◇ 今月号11頁掲載

　17日　アゼルバイジャンのギュルセル・イスマイルザーデ
　　　　駐日大使らがパラリンピック事前合宿のお礼に

来訪　　　　　　　　　　 　

 調査期間:令和3年８月12日～９月17日
◇ 以下は広報しか掲載号と掲載頁

　

志賀小学校で人権教室
七尾人権擁護委員協議会羽咋北部会

左から山下監督、町長、岡田さん、教育長、仁八校長

詩の朗読をする三好委員（中央）

　

岡田愛
あ み

生さん全国２位
　志賀高校レスリング部

　８月22日(日) ～ 23日(月)に、福井県あおい町で行われ
た全国高校総体のレスリング女子50㎏級で準優勝となっ
た岡田愛生さんが、仁八潔校長、山下勝監督と、27日(金)、
小泉町長、間嶋教育長を訪れ結果を報告しました。
　岡田さんは「今回は積極的に攻め切れなかった」と自己
分析し「今度は優勝します」と、すでに12月の全日本選
手権へ標準を合わせていました。

　９月14日（火）志賀小学校で、５年生84人、6年生113
人を対象に人権教室を行いました。ウイルス感染拡大防
止のため、講師のいる東京、校長室、各クラスの８カ所
をつないでのオンラインで実施しました。
　徳山武志会長、前田倍成校長のあいさつのあと、NTT
ドコモから講師の石野田さんが、スマートフォンや携帯
を利用する上で、気をつけたいルールについておはなし
しました。

　スマホ・ケータイ安全
教室のあと、三好委員が
「種をまこう」の詩を朗読
しました。

講師と対話しながらの
スマホ・ケータイ安全教室

萬燈祭での結婚式で行われた「ナワバリ」
（９月16日㊍ 長田地区 ）
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Azərbaycan Xalq CümhuriyyətiAzərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Təbriklər
おめでとう
Congratulations

おめおめででとうとう

ロシア

ジョージア

トルコ

イラン

アルメニア

黒海

カスピ海

今更 ですが・・・

アゼルバイジャンアゼルバイジャン とは
　　  ここ 

　■ 面　　積　8万6,600㎢
                      （日本の約４分の１）
　■ 人　　口　約1,020万人（2021年）
　■ 首　　都　バクー
　■ 民　　族　アゼルバイジャン系、
                      レズギン系、ロシア系、
　　　　　　　 アルメニア系、タリシュ系
　■ 言　　語　公用語はアゼルバイジャン語
　■ 主要産業　石油・天然ガス、石油製品、鉄鉱 など
　■ 通　　貨　マナト（Manat)
　    ※ 出典:外務省ホームページ

金
アゼルバイジャン
水泳競技チーム

メダルメダル
Gold MedalGold Medal

( 上 ) ８月 27 日 ( 金 ) 午後５時、ラマン選手の背泳ぎ決勝を
　　 ライブ観戦､ 金メダル決定の瞬間

( 左 )
ラマン選手が背泳ぎ 100 ｍで
金メダル獲得した夜に志賀町
に届いた 1枚

Salei Raman 
ラマン ･サレイ（27 歳）

男子 100 ｍ背泳ぎ　　　金メダル金メダル
男子   50 ｍ自由形　　　決勝４位
男子 100 ｍ自由形　　　金メダル金メダル
男子 100 ｍバタフライ　金メダル金メダル　

Israfi lov Vali 
ワリ ･イスラフィロフ（18 歳）

男子 100 ｍ平泳ぎ　　　金メダル金メダル
男子 100 ｍバタフライ　予選５位　

Shandibina Dana 
ダナ ･シャンジビナ（17 歳）

女子 100 ｍ平泳ぎ　   　予選５位
　

Azərbaycan Xalq CümhuriyyətiAzərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

首都・バクーのフレ－ムタワーズ

パラリンピック
個人で 4個獲得！

アゼルバイジャン共和国
Republic of Azerbaijan
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東京オリンピック・パラリンピック大会
パラリンピック志賀町事前合宿
アゼルバイジャン・水泳競技チーム　

左から
後列 : フョドール ( コーチ )・ワリ ( 選手 )後列 : フョドール ( コーチ )・ワリ ( 選手 )
　　   ラマン ( 選手 )・ダナ ( 選手 )　　   ラマン ( 選手 )・ダナ ( 選手 )
前列 : イスマイル ( パラ委員会 )前列 : イスマイル ( パラ委員会 )
            ルファット ( パラ委員会国際部長 )            ルファット ( パラ委員会国際部長 )
　　    アラベルディ ( コーチ　　    アラベルディ ( コーチ ))

志賀町に入って､ ホテルと
役場をオンラインで繋いだ
歓迎セレモニー。
町長から歓迎メッセージを
受けました。

左左

昼は七尾市城山プール、　夕方からは富来Ｂ＆Ｇセンターで練習

午前は志賀町総合体育館
でトレーニング
午後は始めてのオフ、
ＪＡ志賀から届いた
スイカでスイカ割りを体験

町長、議長、副議長が
激励にかけつける

障がい者就労継続支援施設
「ＪＯＹ　ＷＯＲＫＺ＠すみれ」
の利用者14人が応援にかけつ
ける。利用者は昨年の夏、応援
用のアゼルバイジャン国旗の小
旗を制作しました。

　志賀町から選手村へ出発

ワリ選手

ダナ選手

８月12日㊍　志賀町着・オンライン歓迎セレモニー
練習（富来Ｂ＆Ｇセンター）

８月13日㊎　
　　　　　　練習（七尾市城山プール、富来Ｂ＆Ｇセンター）
８月14日㊏　
８月15日㊐　練習（志賀町総合体育館）・オフ
８月16日㊊　
                   練習（七尾市城山プール、富来Ｂ＆Ｇセンター）
８月19日㊍　
８月20日㊎　志賀町発、選手村へ

～

ラマン選手

１日目 ８月12日

２日目 ８月13日～

４日目 ８月15日

５日目 ８月16日

８日目 ８月19日

９日目 ８月20日

志賀町到着初日の夕方　早速、富来Ｂ＆Ｇセンターで練習開始

〜
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火災・救急・救助は119番！
問 志賀消防署　☎ 32-1776　問 富来分署　☎ 42-1211

地域には女性の力が必要です
羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 から羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 から

感謝状贈呈感謝状贈呈
　８月20日 (金 )、羽咋郡市広域圏事務組合消防本部で、
町職員の川畑智さんと次女の川畑舞さん、百浦区長の
畠中義治さんに感謝状の贈呈を行いました。
（※ 川畑舞さんは、９月に青年海外協力隊としてナミビ
アに派遣される予定で、その準備のため欠席）
　３人は、志賀町百浦地内の建物火災で、隣家への延
焼阻止のため、ホースを延ばして放水し、隣家の住民
に火災を知らせ、逃げるように伝えるなど、消火活動
と避難誘導に尽力しました。
　松生正友消防長は、「迫りくる火災を前にして、的確
な判断と勇敢な行動だった」と、たたえました。

左２人目から畠中さん、川畑さん

女性防火クラブ募集中！!女性防火クラブ募集中！!
　女性防火クラブは、家庭や地域の防火に加えて、応急手当の普及や災害のときの支援活動など、広く
地域住民の安全確保のために活動する団体です。

　近年、大雨や台風などの自然災害が猛威を振るい、
全国的に甚大な被害が発生しており、地域防災力の
重要性が増大しています。
　一方、少子高齢化などが進み、地域における防災
活動の担い手が不足しています。
　有事の際は、地域の助け合い が必要であり、災
害時の応急手当や避難困難者の支援など、やさしさ
とぬくもりあふれる支え が地域住民の助けになる
ことは間違いありません。

　地域防災力の充実化を図るため、住民、自主防災
組織、消防団などと連携協力し、地域に密着、即時
対応することができる女性防火クラブを結成し、住
民の防災に関する意識を
高め、自発的な防災活動
への参加を促進すること
により、地域の防災体制
の強化を図りましょう。

問 消防本部　☎ 22-0089
問 予防課　　☎ 22-7816

■■ こんろの周りに燃えやすい物を置いていないか。
■■ ゴムホースのひび割れがないか。
■■ ゴムホースの両端止め金具をしてあるか。
■■ 元栓を完全に締めてあるか。
■■ グリル内に油かすなどが溜まっていないか。

ガスの取り扱いに注意！！ガスの取り扱いに注意！！
身近に潜む危険身近に潜む危険

ガスこんろは、毎年出火原因の上位を占めております。
自宅にあるガス機器の状態が良好か今一度チェックしましょう。

■■ ガスボンベは風とおしのよい屋外に置いてあるか。
■■ ガスボンベは雨水や直射日光を避けてあるか。
■■ ガスボンベは転倒防止してあるか。
■■ ガスボンベは金属配管かどうか。

女性防火クラブ女性防火クラブ
活動例活動例

・ 救急講習会の実施　　　・火災予防の啓発活動　　　・ 地域防災訓練への参加

・住宅用火災警報器設置、交換などの啓発活動  など

広報しか
2021.10

14




