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　たけのこ掘り

　５月24日(火)に「郷土の食・ふれあいプログラム第１
回」と題して、福浦港和光台の竹林で高浜保育園の年長
児29人と志賀高校３年生総合学科商業クラスの28人で
たけのこ掘りや食事をし、交流を図りました。
　園児たちは高校生の手を借りながら竹林をかけのぼ
り、大きなたけのこを見つけると興奮した様子でした。
　掘り起こしたたけのこは、皮をむいたあと味噌汁の
具材として利用し、持参したおにぎりと一緒に食べま
した。

　富来産しらすが給食に

　県内産の魚を学校給食で使う「石川のおさかな給食」が６月15日（水）行われ、富来漁港で水揚げされたしらすを使った
給食が志賀町の小中学校において出されました。
　志賀中では、１年生117人がランチルームで担任教諭からしらす漁について説明を受けた後、富来産しらすを使った酢
の物を味わいました
　今年度から石川県と石川県漁協が主体となり、地産地消を進めようと取り組む事業で、志賀町は珠洲市とともにモデル
市町として選ばれており、年４回県内産の魚を利用した給食が出され、今回は第１回目。次回は９月中旬の予定。
　生徒たちは、おいしそうに給食を食べたあと、「地元でおいしい魚が採れるのなら、給食にどんどん魚を出してほしい」
と話していました。

　志賀町体育協会の新役員決定

　５月20日（金）に平成23年度志賀町体育
協会の総会が開催されました。
　総会には平成22年度の事業報告および
収支決算報告、ならびに役員改選が行わ
れ、会長には寺岡一夫氏が再選され、平
成23年度の事業計画および収支予算が議
決されました。
　また、平成24年度には第64回石川県民
体育大会が志賀町を主会場として開催さ
れ、志賀町文化ホールで開閉会式が行わ
れる事が報告されました。

大きなたけのこ見つけたよ♪

体育協会総会の様子

富来産しらすを使った給食を食べる志賀中の生徒たち

天日干し作業

新役員

会　長　寺岡　一夫

副会長　上杉　幸

　〃　　大家　政廣

　〃　　木坂　孫信

理事長　板尾　正幸

監　事　寺井　幸男

　〃　　大矢　栄一

しらす ･･･
カタクチイワシの稚仔魚（子供）

給食に出された
しらす入り酢の物▶
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　能登中核工業団地に進出する
　ＮＴＮが地鎮祭

　能登中核工業団地に進出するＮＴＮ㈱は６月３日（金）、産
業機械用軸受を製造、販売する㈱ＮＴＮ能登製作所の地鎮祭
を行いました。
　新工場では、中国を中心としたアジア市場をはじめ、世界
各国に製品を輸出します。
　ＮＴＮ㈱では、能登地区を産業機械用軸受の一大生産拠点
と位置付けていて、12月から操業が開始予定です。
　投資総額は約80億円で、2015年度の売上は120億円を見込
んでいます。操業開始時の従業員数は90人ですが、事業拡大
に伴い増員する予定です。

　全国グラウンドゴルフ大会優勝報告

　５月28日（土）、29日（日）福岡県久留米市の筑後川リバー
サイドパーク・グラウンドゴルフ場で行われた、第５回全
国グラウンドゴルフレディス交歓大会に出場した矢萩厚子
さん（高浜町）が13日（月）役場を訪れ、小泉町長に優勝報
告をしました。
　大会には全国から964人が参加し、志賀町からは５人が
出場しました。当日は、大雨でグラウンドゴルフ場がぬか
るんだ状態で競技を行いました。
　矢萩厚子さんは「来年の大会にもぜひ選手として出場し
たい」と話しました。

　志賀町自衛官募集相談員委嘱状交付式

　５月31日（火）に役場で自衛官相談員の委嘱状交付式が
行われ、木坂孫信さん、高山美智子さん、末岩清志さんの
３人に小泉勝町長から委嘱状が手渡されました。任期は２
年間です。
　また、平成15年から８年間、４期にわたり自衛官相談
員を務められた星澤正治さんが退任され感謝状が贈られま
した。
　小泉勝町長から「星澤さんの労をねぎらい、３人にはこ
れからの自衛隊のため１人でも多く募っていただきたい」
と話されました。

　故柴中清一氏に旭日単光章

　故柴中清一氏（仏木）は、地方自治に対する功績が認められ、
旭日単光賞を受章し、６月９日（木）にご遺族の柴中清司さ
んに小泉町長から勲記と勲章が伝達されました。
　柴中さんは、昭和30年に町議会議員に当選以来、昭和46
年の10月まで４期16年１カ月の間、産業の振興、教育、福
祉の向上、原子力発電所の立地など、志賀町の発展に尽く
されました　
　また、志賀町教育委員会委員を３期１２年間務め、小学
校の建設、文化・スポーツ施設の整備など教育環境の充実
に尽くしました。

地鎮祭の様子

優勝カップを手にする矢萩厚子さん（中央）

前列左から末岩清志さん、星澤正治さん、高山美智子さん、木坂孫信さん

小泉町長からご遺族に勲記と勲章が手渡された
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　能登中核工業団地でソフトボール大会

　６月5日（日）に能登中核工業団地で第48回体育大会が行わ
れました。
　この大会は、能登中核工業団地にある企業が集まり、スポー
ツなどで親交を深めることが目的の大会です。
　大会には、能登中核工業団地から７社と役場などの混成チー
ム１チームの計８チームが参加し、ソフトボールで汗を流し
ました。
　試合が始まると、各チーム乱打戦となり、珍プレーや好プ
レーが続出しました。

　室谷加代子さんが中国の大連大学へ

　福浦港の農家レストラン経営者で郷土料理研究家の室谷
加代子さんが中国の大連大学より招待状が届き、６月17
日（金）に役場を訪れました。
　平成22年９月に、しかチャンネルで放送された「志賀大
陸・室谷加代子」を視聴した中国の大連大学が、農家レス
トランを経営し郷土料理を提供する室谷さんに興味を持
ち、大連大学で日本語および日本文化を学習する学生を対
象とする特別講義を依頼されました。
　小泉勝町長は「大連大学との文化交流は願ってもない機
会であり、交流団の団長としてがんばってきてください」
と話されました。

　志賀高生が千鳥ケ浜を海岸清掃

　6月３日（金）に志賀高校の生徒約150人と教職員が、ボ
ランティア活動として千鳥ケ浜海岸の清掃を行いました。
　生徒たちは、可燃物用と不燃物用のごみ袋を持ち、約
500メートルの砂浜に波によって打ち上げられたペットボ
トルや空き缶、発砲スチロール、流木などのごみを拾い集
めました。

　婦人コーラスグループ発表会

　６月12日（日）花のミュージアムフローリィで志賀町婦人
コーラスグループの発表会が行われました。
　出演は、とぎハーモニーさくら貝とコール志賀のみなさ
んでした。アヴェ・マリア、バラが咲いた、花園、さくら
貝の唄など、クラッシックからポップスまで各７曲ずつを
合唱しました。
　あじさいの咲く館内に爽やかな歌声が響きました。

ソフトボール大会の様子

小泉勝町長と室谷加代子さん

清掃活動の様子

コーラスグループの歌声が館内に響き渡る
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花のミュージアムフローリィ

☆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
です。
◆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㈬
☆夏休みクワガタ観察会
クワガタの飼育方法を学び、観察
スケッチを描きます。（※１家族１
人まで、スケッチは何人でも参加
可能）
◆日　時　７月17日㈰　13時30分～
◆参加費　無料
◆定　員　小学生以上25人（定員に
なり次第、受付終了）

☆ナチュラルクラフト『木の実で作
る動物カードスタンド』
◆日　時　７月18日㈪　13時30分～
◆参加費　1,800円
◆講　師　横山智恵子
※予約受付締切　７月14日㈭
☆地元中学校吹奏楽部合同演奏会
◆日　時　７月24日㈰　14時～

てんと市

◆日　時　 ７月26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

◆上棚の池田弘三様から、社会福
祉向上に10万円
◆百浦の稲村隆様から、社会福祉
向上に１万円
◆相神の澤田清美様から、亡夫吾
吉様の供養として社会福祉向上
に10万円
◆二所宮の森井佐代子様から、亡 
一男様の供養として社会福祉向
上に10万円
◆匿名の方（３名様）から、社会福
祉向上に計１万５千円
日本赤十字社石川県支部にご加入
いただきました
◆稲村恭子様（百浦）特別社員
◆水岡康明様（中浜）特別社員
◆井髙時博様（谷神）特別社員
◆坂本太吉様（三明）特別社員
◆畑田林栄様（草木）特別社員

善意の花

募　集

催し物

古着のリフォ－ム教室

◆内　容　古着を使って小物を作
り、ごみを出さない工夫と布の有
効利用を図る。
◆日　時　７月９日㈯　９時～
◆場　所　リサイクルセンタ－

◆定　員　15人
◆参加費　700円
◆持ち物　古着の布１枚、裁縫道具
◆講　師　原田洋子
◆申込期間　７月５日㈫～８日㈮
◆申込先　クリンクルはくい　　
問☎27-1153　℻27-1154

自衛官などの募集

◆募集種目　①一般曹候補生、
②自衛官候補生、③航空学生
◆資　格　
①、②は18歳～ 27歳未満の男女、
③は高卒（見込含）～ 21歳未満の男女
※年齢は平成24年４月１日現在
◆受付期間　
　　　　８月１日㈪～９月９日㈮
問自衛隊石川地方協力本部　
　　七尾出張所　☎0767-53-1691

ひきこもり家族教室の開催

◆内　容　
１　講　話
「まずは知ってください、ひきこも
りのこと」
講　師　県こころの健康センター所長
２　家族の交流
◆日　時　７月26日㈫
14時～ 15時30分
◆場　所　能登中部保健福祉セン
ター羽咋地域センター
◆対　象　引きこもりでお悩みの
家族の人など
◆申込先　羽咋地域センター
問☎22-1170

エコクッキング教室

◆内　容　料理をとおして、ごみ
を出さない工夫や出たごみの分別
の仕方を学ぶ。
◆日　時　７月17日㈰　９時～
◆場　所　リサイクルセンタ－
◆定　員　15人
◆参加費　1,000円
◆持ち物　エプロン、三角巾、箸
◆講　師　室谷加代子
◆申込期間　７月５日㈫～ 15日㈮
◆申込先　クリンクルはくい　　
問☎27-1153　℻27-1154

地元中学校の吹奏楽部が力を合わ
せて演奏します。
☆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㈰　15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㈰
☆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㈰
☆フローリィ８

は な

７の日記念
８月７日は「８

は な

７（花）の日」として、
来館いただいた皆さんに粗品をプ
レゼントします。
☆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
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町長談話室の日程

◆日　時　７月６日㈬・20日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　１階
◆日　時　７月13日㈬・27日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　富来支所
※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

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
７月２日㈯・９日㈯・16日㈯・23
日㈯・30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

・固定資産税第２期
・国民健康保険税第１期
・後期高齢者保険料第４期
・介護保険料第１期
納期限は８月１日（月）です。

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
※７月５日㈫・７日㈭・12日㈫
　　　  14日㈭・19日㈫・26日㈫
        10時～正午
※７月21日㈭･28日㈭　14時～ 16時
◆富来支所総合窓口
※７月６日㈬・20日㈬　14時～ 16時
問健康福祉課　☎32-9131

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）

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　７月８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　７月11日㈪　10時～ 15時
◆ところ　富来活性化センター
　　　　　２階　研修室３
問志賀町社会福祉協議会
☎42-2545

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　７月28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　７月13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　７月20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

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　７月27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

相　談

お知らせ


