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　全日本・北信越大会へ出場

　全日本中学生ホッケー選手権大会と北信越中学校総合競
技大会に出場する志賀中と富来中の生徒が、８月２日（火）
に役場を訪れ、小泉勝町長から激励を受けました。
　志賀中からは、陸上男子の２人と卓球女子団体の９人、
富来中からは陸上男子２人と水泳男子１人、卓球女子の１
人が北信越大会に出場し、富来中女子ホッケー部の14人が
全日本大会に出場します。
　小泉勝町長は「サッカー女子Ｗ杯で優勝したなでしこ
ジャパンのように、最後まで諦めない心で頑張ってくださ
い」と激励しました。

　全国レスリング大会で３位入賞

　７月29日から31日の間に新潟市で行われた、全国少年少
女レスリング大会で３位入賞を果たした宮崎楓太くん（高浜
小１年）、谷内謙斗くん（高浜小３年）、東田拓海くん（下甘
田小６年）が８月２日（火）に役場を訪れ、小泉勝町長と穴田
實教育長に成績を報告しました。
　小泉勝町長は「今回の結果を糧にして、さらに上を目指し
て頑張ってください」と話しました。
　

大会での上位入賞を目指す志賀中、富来中の生徒

全国大会での３位入賞を報告した３人

　堀松キッズ、全国大会で準優勝

　堀松地区の小中学生でつくる綱引きチーム「堀松キッズ」
が全日本ジュニア綱引選手権大会に出場し、準優勝と４位
の好成績を収めました。８月17日（水）に役場を訪れ、小泉
勝町長に結果を報告しました。
　堀松キッズは４年連続の出場で、國部嗣人くん（志賀中
１年）と藤井優衣さん（堀松小６年）は「練習の成果を出すこ
とができてうれしかった。これからも上位を狙えるように
がんばります」と選手を代表してあいさつしました。
　小泉勝町長は「結果に満足せず、堀松キッズここにあり
という心意気で、これからもがんばってください」と話し
ました。

全国で好成績を収めた堀松キッズの選手

　北信越少年相撲大会初Ｖ

　７月24日（日）に珠洲市で行われた北信越少年相撲選手権大
会に出場し初優勝した志賀相撲教室の選手たちが、８月10
日（水）に役場を訪れ、小泉勝町長と穴田實教育長に結果を報
告しました。
　同教室は団体戦でＡチームが優勝、Ｂチームがベスト８に
入り、個人戦でも６年生の部で干場伸介君（富来小）が優勝し、
谷場凌太君（志加浦小）が３位になりました。
　また、７月31日（日）に両国国技館に行われたわんぱく相撲
全国大会の結果も併せて報告しました。
　小泉勝町長は「これらの経験を糧に次の大会にも頑張って
ください」と励ましました。 初優勝などを報告した志賀相撲教室の選手
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　真夏のビーチで雪合戦

　８月７日（日）にリゾートエリア増穂浦で「第５回雪のない
雪合戦2011」が開催され、一般の部７チーム、小学生の部６
チームが参加し、真夏のビーチで雪合戦が行われました。
　この大会は、富来商工会青年部とのとしん青年部トライク
ラブなどが企画し行われたもので、参加者はヘルメットを着
用し、雪玉の代わりに白いゴムボールを投げ合いました。
　夏真っ盛りのこの日、大人も子どもたちも暑さを忘れるく
らいに楽しんでいた様子で、裸足に感じる熱い砂浜もものと
もせず、熱戦が繰り広げられ、冬の分まで雪合戦を楽しんで
いました。 雪合戦を楽しむ子どもたち

　富来Ｂ＆Ｇ海洋センターの選手が活躍

　８月18日（木）に富来Ｂ＆Ｇ海洋センターの選手16人が役
場を訪れ、小泉勝町長と穴田實教育長に2011Ｂ＆Ｇ全国ジュ
ニア水泳競技大会の結果報告と第34回全国ＪＯＣジュニア
オリンピックカップ大会への出場報告をしました。
　2011Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会では出場選手の16
人のうち半数以上が上位入賞し、14個のメダルを獲得しま
した。また、８月25日から始まる全国ＪＯＣジュニアオリ
ンピックカップ大会には、池端久泰くん（富来中２年）と日
高雅子さん（土田小６年）が出場し、活躍が期待されます。
　小泉勝町長は「世界水泳に出場している選手を目指し、目
標をもって頑張ってください」と激励しました。メダルや表彰状を掲げるＢ＆Ｇ海洋センターの選手

献血を実施します

◆日　時　　９月８日 ( 木 )
　　　　　　９時 30分～ 12 時
　　　　　　13 時 30 分～ 16 時
◆場　所　　志賀町役場　本庁舎１F

石川県では 400ml 献血のご協力をより一層お
願いしております。
皆さんのご協力をお願いします。

問石川県赤十字血液センター　☎076-237-5533

NPO 法人すみれ作業所からのご案内
　すみれ作業所では、作業所横に「フリーマーケットすみれ」
を開所しています。洋服や日用品、手作りのかわいい小物な
ど多数並んでいます。富来方面へお越しの際は、「フリーマ
ーケットすみれ」へ、ぜひお立ち寄りください。
　また、フリーマーケットで販売する洋服や日用品などを集
めています。ご家庭の押し入れやタンスの中に眠っている洋
服、日用品などありましたら、すみれ作業所までお持ちくだ
さい。皆さんのご協力をお願いいたします。

【お問い合わせ先】
　志賀町富来地頭町乙 52 番地（葬送空間えにし横）
　NPO 法人すみれ作業所　☎ 42-8155
　フリーマーケット開所日時：月～金曜　９時～ 15 時

　県道志賀鹿西線が開通

　県道志賀鹿西線の開通を祝う会が８月６日（土）に、中能登
町上後山地内で行われました。
　この道は、志賀町と中能登町を結ぶ幹線道路で、能登有料
道路へのアクセスを向上させるため、平成18年度からバイパ
スの整備を進めていました。事業区間は540ｍです。
　祝う会では、志賀鹿西線整備促進同盟会長の杉本中能登町
長や谷本知事があいさつし、小泉勝町長が万歳三唱を行いま
した。
　アトラクションでは、下甘田小の児童が力強い太鼓演奏を
披露しました。

テープカットの様子
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花のミュージアムフローリィ

☆創作フラワー教室「ガーベラ」
◆日　時　9月11日㈰　13時30分～
◆参加費　2,800円　
◆講　師　中村みち子 　
◆募集締切　9月7日㈬
☆フローリィ deカンタービレ♪　
～音楽と花の祭典～
 キレイな花たちと音楽につつまれ
て、秋の１日をゆっくりと過ごし
ませんか

◆日　時　9月19日㈷10時30分開演
　　　　　入場・観覧無料
◆出　演　オルビスNANAO（七尾
市）・社会福祉法人つばさの会（中
能登町）・Ｒｉｋａ．（華道家　七
尾市）・室谷文音（抒

じょじょう

情書家　能登
町）
　能登で活躍されている演奏団体・
芸術家の皆さんが、一日中フロー
リィを音楽につつんでくれます。
アンサンブルコンサート・楽器の
製作実演・福祉施設入所者の発表
会などを開催します。

☆クイリングペーパー（写真立て）
　細い紙をクルクル巻いて作る、
巻き目がとても美しいペーパー
アートです。
◆日　時　10月2日㈰　13:30 ～
◆参加費　700円　
◆講　師　フローリィスタッフ
◆定　員　10人
◆募集締切　９月18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

てんと市

◆日　時　 ９月27日㈫　　　　　
　　　　　  ８時30分～ 11時30分
◆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

募　集

催し物

福祉教育サポーター募集

　町内の小中学校へ出前福祉教育
「出前ぼらんてぃあ講座」を実施し

ています。この講座のボランティ
アスタッフとして活動できる人を
募集しています。
☆オリエンテーション
◆内　容　高齢者疑似体験や車い
　　　　　す体験などの実技
◆日　時　９月21日㈬　13時30分～
◆場　所　保健福祉センター
◆対　象　子どもが好きで福祉に
　　　　　関心のある人
◆申込先　志賀町社会福祉協議会・
　　　　　ボランティアセンター
問☎32-1363　℻32-3277

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
９月３日㈯・10日㈯・17日㈯
　　24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

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
※９月１日㈭・６日㈫・８日㈭
　　　13日㈫・20日㈫・27日㈫
      10時～正午
※９月15日㈭･22日㈭　14時～ 16時
◆富来支所総合窓口
※９月７日㈬・21日㈬　14時～ 16時
問健康福祉課　☎32-9131

志賀町要保護児童対策地域協議会だより

～　子どもへの虐待が増えています　～
　児童虐待の数は年々増え続けています。石川県内の３児童
相談所においても平成22年度に受けた児童虐待の相談件数
が過去最多の538件に上り、10年前の５倍となっています。
　子育てが不安になった時、身近な保健福祉センターや保育
園、学校、地域の民生児童委員や医療機関などに相談してみ
ましょう。
　また、もしや虐待ではと疑いを持ったときには、児童相談
所や役場子育て支援課へ相談（通告）しましょう。「通告によっ
て迷惑をかけるのでは」と思い悩む必要はありません。子ど
もの安全確保が最優先です。

七尾児童相談所　　　☎ 0767-53-0811
志賀町子育て支援課　☎ 32-9122
志賀町児童相談　　　携帯 090-8267-4693

障害者相談員の紹介障害者相談員の紹介
石川県知事より民間の協力者として障害者相談員
( 身体・知的）が委嘱されています。本人または
家族の生活や養育などについて相談・助言に応じ
ていますので、お気軽にご相談ください。

＜身体障害者相談員＞　任期　平成24年３月31日

・太田　　勉（　大島　　☎32-3383　）
・岩水　忠由（　矢駄　　☎36-1751　）
・橋岡千佐子（　酒見　　☎42-1244　）
・田畑芳比古（　相神　　☎42-0461　）

＜知的障害者相談員＞　任期　平成25年３月31日

・小杉　正気（　米浜　　☎32-2118　）
・安田　佳子（　酒見　　☎42-0471　）

問健康福祉課　☎32-9131
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情報パーク情報パーク

町長談話室の日程

◆日　時　９月28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

・国民健康保険税第３期
・後期高齢者保険料第６期
・介護保険料第３期
納期限は９月30日（金）です。

総合相談（無料）

　総合相談所を町内２カ所で開設
します。どちらの地域でも相談で
きます。お気軽にお越しください。
※秘密は厳守します。
◆相談員　行政相談委員、人権擁
護委員、民生・児童委員、司法書士、
法務局の方々が相談に応じます。
＜志賀地域＞
◆と　き　９月９日㈮　10時～ 15時
◆ところ　志賀町文化ホール２階
問志賀町社会福祉協議会志賀支所
☎32-1363
＜富来地域＞
◆と　き　９月12日㈪　10時～ 15時
◆ところ　富来活性化センター
　　　　　２階　201会議室
問志賀町社会福祉協議会　☎42-2545

行政書士無料相談会

　相続、遺言、契約、会社設立、
各種許可申請の手続きなど様々な
相談についてお答えします。
＜電話による無料相談会＞
◆日　時　９月30日㈮、10月１日
㈯、10月２日㈰　10時～ 16時

「行政書士電話相談」☎076-268-9110
＜面談による無料相談会＞
◆日　時　10月1日㈯　10時～ 16時
◆場　所　平和堂アル・プラザ鹿島
　　　　　１階　中央イベント広場
問石川県行政書士会　☎076-268-9555

無料公証相談所開設

　不動産売買など重要な取引をし
たり遺言を残したりするときは、
公証制度の利用をお勧めします。
公証制度とは、大切な契約書や遺
言などについて、法務大臣によっ
て任命された公証人が公文書であ
る公正証書を作成し、トラブル防
止を図る制度です。
◆日　時　10月３日㈪～７日㈮
◆場　所
金沢公証人合同役場（☎076-263-4355）
小松公証役場（☎0761-22-0831）
七尾公証役場（☎0767-52-6508）
◆相談員　金沢地方法務局所属公証人
◆相談事項　相続・遺言および公
証事務全般
問金沢公証人会　☎076-263-4355

司法書士無料法律相談会

　相続・贈与・売買・クレジット、
サラ金・訪問販売に関する相談・
その他司法書士業務全般にわたる
相談を受け、この相談で解決困難
な問題は、司法書士会を通じて個々
の司法書士を紹介するか、他の職
能団体などを紹介します。
◆日　時　９月３日㈯　13時～16時
◆開催場所　
羽咋市歴史民俗資料館（羽咋市鶴多
町）、フォーラム七尾（七尾市御祓
町）など
※金沢、小松、加賀、輪島、珠洲
地区においても開催していますの
で、開催場所については下記まで
お問い合わせください。
◆臨時・相談専用ダイヤル
076-291-0099（当日は電話による
相談も受け付けます）
問石川県司法書士会　☎076-291-7070

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　９月22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　９月14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　９月21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

無料年金相談

　年金保険料の免除・年金の受給
手続き・年金の各種手続きについ
ての相談に応じます。
◆日　時　９月28日㈬
　　　　　10時～正午（午前の部）
　　　　　13時～ 16時（午後の部）
◆場　所　富来支所
問住民課　☎32-9121


