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　「家族愛」をテーマに人権教育講演会

　４月25日(月)に富来小学校の体育館でＳＹＯ家の吉川壽
一さんが「家族愛」をテーマにした人権教育講演会を行いま
した。
　吉川さんは書の実演をしながら、児童たちに家族や友人
の大切さを教えました。
　児童たちは初めて見る大きな筆に興味深々で、力強く書
く吉川さんの迫力に驚きながらも、少しでも近くで見よう
と身を乗り出すように見守りました。
　縦２メートル、横８メートルと縦４メートル、横10メー
トルの布に「なかよし」「家族愛」と書かれた作品は、玄関
や体育館などに飾られる予定です。

　小・中学生相撲大会で活躍

　第９回小・中学生相撲木曽大会で活躍した志賀相撲教室の選手たちが、４月27日（水）にトロフィやメダル、表彰状を持っ
て役場を訪れ、小泉町長に喜びの報告をしました。
　大会は４月24日(日)に長野県の木曽町民相撲場で行われ選手９人が参加しました。小学生団体には落合優大君（富来小
４年）赤芝龍洋君（高浜小５年）干場伸介君（富来小６年）が出場し、決勝で惜しくも敗れましたが、準優勝となりました。
また、個人戦では、道辻敬斗君（土田小１年）が優勝し、赤芝龍洋君が準優勝しました。
　選手たちは、日々の練習の成果を発揮できた喜びを小泉町長に伝え、小泉町長は「今後、ますますいい成績を残せるよ
うがんばってください」と激励しました。

　町議会議員選挙当選者に当選証書付与

　４月24日(日)に執行された、志賀町議会議員選挙の当
選証書付与式が26日（火）に役場で行われました、
　寺井選挙管理委員長が「町民の付託を受けた責任を自覚
し、活躍されることを期待します」とあいさつし、当選者
一人ひとりに当選証書を手渡しました。
　今回の選挙で選ばれた議員の皆さんの任期は、６月１日
から４年間となります。

書の実演をしている吉川壽一さんを見守る児童たち

当選証書付与式の様子

志賀相撲教室の選手たちと小泉町長との記念撮影の様子 落合優大君

赤芝龍洋君 干場伸介君

道辻敬斗君
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　祖父母との花植えと苗植え

　５月16日(月)にとぎ保育園の園児とその祖父母が参加
し、花植えと苗植えが行われました。
　園児たちは祖父母から植え方を教わりながら、保育園玄
関前の花壇とプランターに花を植え　畑では、きゅうり、
なす、ピーマン、かぼちゃ、トマトの苗が植えられました。
　植え付けが終わったあとは、園児たちから祖父母へのお
礼として、歌のプレゼントがされ、保育園に元気な歌声が
響きわたりました。

　震災復興を願う「鯉ながし」

　４月29日（祝）から５月７日（土）にかけて、「不動の滝公
園」（米町）で、約100匹のこいのぼりが掲揚された「鯉な
がし」が行われました。
　このイベントは、７年前まで毎年行われていましたが、
人手不足によって中止となっていました。今年は東日本大
震災の復興を願い、上熊野おやじ会と上熊野公民館が復活
させました。
　こいのぼりは、子どもたちが「福島負けるな」などの寄せ
書きをした旗とともに大空に舞い上がりました。
期間中は多くの家族連れなどでにぎわいました。

　人権の花運動

　５月17日(火)に加茂小学校において、七尾人擁護委員協
議会から「人権の花」が贈られ、児童32人が参加しプランター
に植えられました。
　これは、七尾人権擁護委員協議会と金沢地方法務局七尾
支局が人権啓発活動として行っているものです。
　プランターには、ブルーサルビア、マリーゴールド、ベ
コニアの花が120株植えられ、校門に飾られたほか、近くの
加茂保育園、志賀農協加茂支店にも届けられました。

大きくなるといいな♪

新・旧の滝川橋の間に舞い上がったこいのぼり

苗の植え付けを行う児童たち

就職に関する悩みや相談は「ジョブカフェ石川」へ
　就職支援のプロ「ジョブサポーター」が、個別相談を
はじめ、応募書類の書き方、面接対策など、一人ひとり
にあったサービスや情報を提供します。
　プライバシーには充分に配慮しますので、お気軽に相
談してください。ご利用は無料です。
　カウンセリングを希望する人は、あらかじめ電話予約
をお願いします。

問ジョブカフェ石川　能登サテライト　☎0767-53-7070
　七尾市神明町１　ミナ・クル３階
開館 9：00～ 18：00　休館：日・祝祭日および年末年始

ウミミドリ（絶滅危惧種）の観察保護活動に参加しよう

ウミミドリとは…
サクラソウ科の多年草。県内では志賀町上野海岸にしか生育して
いない。志賀町の天然記念物。石川県指定希少野生動植物種

◆日　　時　　６月 11 日㈯　9時 30 分～ 12 時
◆内　　容　　ウミミドリの観察　生育地の保護活動
◆集合場所　　志加浦公民館
◆参　加　費　　無料（小雨決行）
◆募集締切　　６月５日㈰
◆募集人員　　35 人
問 NPO法人日本中国朱鷺保護協会　事務局
　☎ 0767-24-1351
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館内に広がる爽やかな歌声をお楽
しみください。

☆創作フラワー教室（ガーベラ）
◆日　時　６月12日㈰　13時30分～
◆参加費　2,800円
◆講　師　中村みち子
※予約受付締切　６月９日㈭
☆アロマ教室　ＵＶカット乳液作り教室
夏こそ保湿！乾燥を防いでやわら
かい肌を保ちます。
◆日　時　６月26日㈰　14時～

◆参加費　1,000円

◆講　師　フローリィスタッフ
※予約受付締切　６月19日㈰

☆フラワーアレンジメント教室
初夏にピッタリなアレンジメント
を作ります。
◆日　時　７月10日㈰　13時30分～

◆参加費　2,000円
◆講　師　隈部広美
※予約受付締切　７月６日㈬
☆巻きリボンのバラ作り

やわらかく、光沢のあるリボンで
バラを作り、アレンジします。

◆日　時　７月24日㈰　10時～
◆参加費　2,500円

◆講　師　フローリィスタッフ
※予約受付締切　７月10日㈰

花のミュージアムフローリィ

　６月はお花の最盛期です。満開
になったブーゲンビリアなど、皆
様のお越しをお待ちしております。
☆婦人コーラスグループ発表会
◆日　 時　６月12日（日）14時～

◆出　演　コール志賀・とぎハー
モニーさくら貝

☆森の教室

木の実や小枝を使ったナチュラル
クラフトです。

◆日　時　７月31日㈰　10時～
◆参加費　500円

◆講　師　フローリィスタッフ
※予約受付締切　７月24日㈰
☆ギャラリー出展者募集
※詳しくはフローリィまでお問い
　合わせください。
問花のミュージアム　フローリィ
　　　　　　　　　　☎32-8787

町長談話室の日程

◆日　時　６月22日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　富来支所
◆日　時　６月29日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　１階
※開始時刻および終了時刻は都合
により変更になる場合があります
ので、事前にご確認ください。
問総務課　☎32-9311

パパ子育て講座
開催団体募集

◆目　的　企業における『ワークラ

イフバランス（仕事と生活の調和）』

の推進

◆対　象　講座の開催を希望する

企業や団体（規模や業種は不問）

◆参加者　子育て中やこれから親

になる男性社員が対象ですが、女

性も参加可能

◆開催日時　希望の日時で講師と

日程調整（平日・休日いずれも可）

◆開催場所　会議室や休憩室など

を申込者で確保

◆開催費用　無料（ただし、会場使

用料が発生する場合は申込者負担）

◆募集数　10社・団体（先着順）

◆応募締切　平成24年３月16日

（ただし、募集数に達し次第締切）

◆申込先

石川県健康福祉部少子化対策監室

　次世代グループ　担当　高山

☎ 076-225-1447　℻ 076-225-1447

今月の窓口延長業務

住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明な
どの発行業務
６月４日㈯・11日㈯・18日㈯・25
日㈯　９時～ 12時30分
(注意)窓口延長業務は志賀町役場本
庁舎の住民課窓口での取り扱いと
なります。諸証明発行業務で一部
取り扱いできない業務もあります。
事前に電話などで確認の上、窓口
にお越しください。
問住民課　☎32-9121

てんと市

◆日　時　 ６月28日㈫　　　　　
　　　　　  ８時30分～ 13時
◆場　所　   道の駅「旬菜館」前
※みなさんのお越しをお待ちしています。

問農林水産課　☎32-9221

志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

◆匿名の人から、社会福祉向上に
10万円

警察官Ａ・女性警察官Ａ採用募集

◆受付期間　
５月25日(水) ～６月15日(水)
◆受験資格　　　
S55. ４. ２～ H３. ４. １までに生ま
れた人
大学卒およびH24. ３までに大学卒
見込みの人
◆試験期日
第一次試験   筆記試験　７月10日㈰  
　　　　　   体力試験　７月16日㈯
第二次試験　８月下旬
◆最終合格発表　９月中旬
問羽咋警察署　警務課　☎22-1122 善意の花

募　集

催し物
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納税のお知らせ

Town Infomation

inform
ation　

park

情報パーク情報パーク

・町県民税第１期
・後期高齢者保険料第３期
納期限は６月30日（木）です。

無料法律相談

◆日　時　６月27日㈪
　　　　　９時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　相談室
◆相談弁護士　國田武二郎弁護士
　　　 （堀松出身・名古屋市在住）
◆相談時間　１人30分（要予約）
◆募集定員　９人（予定）初めての
人を優先します
※定員になり次第締切りとします。
※申込用紙は本庁住民課と富来支
所総合窓口にあります。
問住民課　☎32-9121 聴覚障害者の皆さんへ

手話通訳者の設置日のお知らせ

　みなさんのご相談、行政手続き

などに対応しますので、どうぞお

気軽に利用してください。

　設置日時は次のとおりです。

◆健康福祉課窓口

※第１・第２・第３・第４(火曜日)

　10時～正午

　（６月７日・14日・21日・28日）

※第１・第２(木曜日)

　10時～正午（６月２日・９日）

※第３・第４(木曜日)

　14時～ 16時（６月16日･23日）

◆富来支所総合窓口
※第１(水曜日)14時～16時（６月１日）
※第４（水曜日）14時～16時（６月22日）

七尾法律相談センター

◆日　時　毎週木曜日
　　　　　　　　　　　（祝・祭日は除く）
　　　　　13時30分～ 16時
◆場　所　七尾駅前パトリア
　　　　　５階「フォーラム七尾」
◆相談料　30分以内５千円
※ただし、次のいずれかの場合は
相談無料です。
・クレサラ相談
・負担が困難な人で法律援助資力
基準に該当する人
※相談希望者は相談日前日の17時
までに金沢弁護士会（☎076-221-
0242）へ電話予約してください（先
着５人）

交通事故無料相談

　交通事故に関することは、公正
中立な立場で無料相談を受け付け
ています。
・損害賠償手続き
・被害者または加害者としての示
談方法
・ひき逃げ、過失割合、慰謝料、休
業損害などの実務上の取り扱いで
困っているとき
「通常電話相談」
◆日　時　月～金（祝日を除く）
　　　　    ９時～ 17時
「弁護士相談日」
　予約制・要面談・相談無料
◆日　時　毎月第１、第３金曜日
　　　　 　13時～ 16時
問（社）日本損害保険協会
金沢自動車保険請求相談センター
☎　076-232-0214
HP　http://www.sonpo.or.jp

こころの健康相談

　羽咋地域センターでは、家庭や
学校、職場の中で「心の健康」に不
安や悩みをもっている人、認知症
について心配な人などを対象に、
専門医や保健師による相談を実施
しています。
　相談は無料ですが、予約制のた
め事前に連絡してください。
◆相談日　毎月第２金曜日10時～
11時30分または偶数月の第１火曜
日、奇数月の第４水曜日　14時～
15時30分
◆場　所　羽咋地域センター
◆相談日　毎月第３金曜日
　　　　　13時～ 14時
◆場　所　志賀町保健福祉センター
または富来行政センター
問能登中部保健センター　
☎22-1170

ひとり親家庭相談

自立支援員が相談に応じています。
くらしのこと、子どものこと、貸
付金のこと、就職のことなど、ど
んなことでもお気軽に相談くださ
い。
◆日　時　６月23日㈭
　　　　　10時～ 15時
　※毎月第４木曜日
◆場　所　役場本庁舎　相談室
問子育て支援課　☎32-9122

障害者福祉総合相談

◆日　時　６月８日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　11会議室
問健康福祉課　☎32-9131

ハローワーク相談

◆日　時　６月15日㈬
　　　　　　14時～ 15時30分
◆場　所　富来活性化センター
問商工観光課　☎32-9341

相　談

お知らせ


