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　(や)：やすらぎテレビ　(か)：かがやきテレビ

　(う)：うるおいテレビ　(い)：いきおいテレビ

　(ふ)：ふれあいテレビ　(み)：みらいテレビ

曜日 月・水・金 火・木 土・日

時間 番　　組　　内　　容 番　　組　　内　　容 番　　組　　内　　容

6:00 (やA)児童館だより・図書館だより (やB)第6回志賀町健康フェア (かA)志賀大陸「福浦祭」

7:00 (み)しかチャンニュース (ふ)ぶらり志賀町の旅 (かB)青春全開　志賀校！

8:00 (かA)志賀大陸「福浦祭」 (み)しかチャンニュース (ふ)ぶらり志賀町の旅

9:00 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース
土日特番 

「第18回大念寺子供太鼓打競技大会」
10:00 (かB)青春全開　志賀校！ (やA)児童館だより・図書館だより

11:00 (やB)第6回志賀町健康フェア (かA)志賀大陸「福浦祭」

12:00 (ふ)ぶらり志賀町の旅 (かB)青春全開　志賀校！ (やB)第6回志賀町健康フェア

13:00 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース

14:00 (み)しかチャンニュース (み)しかチャンニュース (み)しかチャンニュース

14:45 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより

15:00 (やA)児童館だより・図書館だより (やB)第6回志賀町健康フェア (かA)志賀大陸「福浦祭」

16:00 (かB)青春全開　志賀校！ (ふ)ぶらり志賀町の旅 (やA)児童館だより・図書館だより

17:00 (やB)第6回志賀町健康フェア (やA)児童館だより・図書館だより (み)しかチャンニュース

17:45 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより

18:00 (かA)志賀大陸「福浦祭」 (かB)青春全開　志賀校！ (ふ)ぶらり志賀町の旅

19:00 (み)しかチャンニュース (み)しかチャンニュース (み)しかチャンニュース

19:30 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース

20:45 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより

21:00 (ふ)ぶらり志賀町の旅 (かA)志賀大陸「福浦祭」
土日特番 

「第18回大念寺子供太鼓打競技大会」
22:00 (み)しかチャンニュース (やB)第6回志賀町健康フェア

23:00 (やA)児童館だより・図書館だより (み)しかチャンニュース

24:00 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース

25:00 終了 終了 終了

しかチャンネル
番組ガイド６月

しかチャンネル
番組ガイド６月
しかチャンネル
番組ガイド10月

※都合により、放送内容を一部変更することがあります。　地上デジタル放送（091ch）の EPG でもご覧いただけます。

アナログ　　５ch

デジタル　　９ch

ＳＴＢ　０３８ch

■　かがやきテレビＡ　「志賀大陸　『福浦祭』」
　福浦祭は福浦港の総鎮守社である猿田彦神社の秋季祭礼で

す。志賀町無形民俗文化財にも指定されている福浦祭の様子を

お送りします。

■　かがやきテレビＢ「青春全開　志賀校！」
　９月５日、６日に行われた、高浜高校・志賀高校の文化祭と

体育祭（第 48 回浜高祭・第２回志賀高祭）の様子をお送りし

ます。

■　土日特番　「第 18 回大念寺子供太鼓打競技大会」

　毎年、大念寺秋季祭礼の前夜祭として行われるこの競技大会

には、町内外からたくさんのチームが集まってきます。子ども

たちの一生懸命な太鼓の打ち込みが観客を魅了していました。

志賀町地デジサポートセンターを開設しました！

 【サポートの内容】

　(1) デジタル放送受信環境のサポート

　(2) デジタル放送受信機器のサポート

　(3) デジアナ変換のサポート

　(4) 町ケーブルテレビサービス全般に係るサポート

 【開設期間】

　平成 22 年 9月 1日～平成 23 年 3月 31 日

　( 土日、祝日、年末年始はお休みとなります）

　〒925-0157　志賀町堀松寅の７番地１

　ﾌ ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾙ　０１２０- ３２- ８８６６

　N T T 電 話　３２- ５５１１

　町内 IP 電話　８- ３２- ５５１１
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町内 IP 8-32-0339

予　防　接　種
内　容 実施日 対　象 場所

BCG
予防接種 10月7日（木） ４カ月健診受診時～

生後６カ月未満 志

ポリオ
生ワクチン投与 10月22日（金） ４カ月健診受診後～

７歳６カ月未満 富

【受付時間】13:30 ～ 14:30

【受付時間】13:30 ～ 14:00

【受付時間】8:30 ～

【出発時間】9:00 ～

乳幼児健康診査

健康づくり

内　容 実施日 対　象 場所

４カ月児健診 10月7日（木）平成22年6月生まれ 志

３歳児健診 10月21日（木） 平成19年4月～
5月生まれ 志

内　容 実施日 対　象 場所

健康ウオーク 10月31日（日） どなたでも 富

健　康　相　談

がん検診

内　容 実施日 時　間 場所

いきいき健康相談 毎週金曜日 10:00 ～ 11:30

志

こころの健康相談 10月15日（金） 13:00 ～ 14:00

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

特定健康診査

（胃・肺・大腸・

前立腺・肝炎ウ

イルス）

10月３日（日）胃・肺・大腸
40歳以上
前立腺
50,55,60,65歳
の特定年齢
肝炎ウイルス
40歳

８:30 ～
10:00

富来活
性化セ
ンター

10月９日（土） 志

【対象者】どなたでも

※こころの健康相談は、１週間前までに予約が必要です。

※検体提出していない人は、早めに容器を返却してください。（提出・
　返却場所は保健福祉センターと富来支所です）

※大腸がん検体が未提出の人は、10 月末までに提出してください。

機　能　訓　練
内　容 実施日 時　間 場所

リハビリ教室

毎週月曜日
（祝日は除く） 10:00 ～ 13:00 と

毎週金曜日
（祝日は除く） 10:00 ～ 13:00 志

【対象者】脳卒中後遺症者などで日常生活
　　　　　　がおおむね自立している人

※介護認定を受けている人は対象外です。
※初めての人は、事前に保健福祉センターまで相談してください。

すくすく子育て

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく　
子育て相談

10月7日（木）

乳幼児のお
子さんとお
母さんどな
たでも

15:30 ～
16:00 志

10月21日（木）

げんキッズ広場 毎週火・金曜日
（祝日は除く）

10:00 ～
11:30

志

ゆう遊クラブ
10月12日（火） 志

10月26日（火） 富

※すくすく子育て相談を希望の人は、事前に相談内容をご連絡ください。

介　護　予　防 【対象者】65 歳以上の人

※鶴亀おたっしゃ教室は、ストレッチ体操や健康相談をします。
※志賀町健幸教室参加を希望する人は、事前にご連絡ください。日程表
　を送付します。

内　容 実施日 時　間 場所

鶴亀
おたっしゃ教室

10月14日（木） 10:00 ～
11:00

や す ら ぎ 荘
10月28日（木）

志賀町健幸教室
10月8日（金） 13:30 ～

15:00
志賀町デイサー
ビスセンター　
介 護 予 防 教 室10月29日（金）

※ゆう遊クラブ：12日は『クッキング』します。　26日は『ベビーマッサー
ジ』です。事前に予約が必要です。


