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納税は
お忘れなく!!
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花のミュージアムフローリィ

☆教　室
　夏休み親子『クワガタ観察会』
◆日　時　８月９日㈯　13：30 ～
　クワガタの飼育方法を学び、観察
　スケッチをします。
◆定　員　小学生15人
　（１家族１人まで）当日受付

☆イベント

　『フローリィｄｅ縁日』

◆日　時　８月16日㈯・17日㈰
　　　　　 9：30 ～ 16：00
　射的・ボールすくい・スマートボー
　ルなどの楽しいゲームがいっぱい

問花のミュージアム　フローリィ　
　　　　　　　　　　　☎32︲8787

　　納期限：９月１日（月）
・町県民税　第２期
・国民健康保険税　第２期
・後期高齢者医療保険料　第５期
・介護保険料（普通徴収）　第２期

て ん と 市

◆日　時　８月₂₆日㈫
　　　　　８：₃₀ ～ 11：00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前
※皆さんのお越しをお待ちしています。

問農林水産課　　　　　☎32-9221

県内一斉司法書士
無料法律相談会

◆日　時　９月７日㈰
◆場　所　羽咋市歴史民族資料館
　　　　　（鶴多町）
　　　　　七尾商工会議所（三島町）
◆内　容　不動産登記・商業登記・
　　　　　相続・遺言・成年後見・
　　　　　借金問題・消費者問題な
　　　　　ど（秘密厳守・事前予約
　　　　　不要）

◎当日の臨時・相談専用ダイヤル
☎076-291-0099（10:00 ～ 16:00）

問石川県司法書士会
　　　　　　　　☎076-291-7070

志賀町職員採用候補者
試験の実施

　平成 27 年４月１日から勤務して
いただく職員の採用候補者試験の受
験申込を受け付けしています。

◆受付期間　７月15日㈫～
　　　　　　８月15日㈮

（郵送の場合、８月15日付け消印の 
  あるものまで受理します。）
◆受付場所　志賀町総務課

　募集する職種、受験資格、試験日
程など詳しくは、「広報しか」７月号

（前月号）または志賀町のホームペー
ジをご覧ください。
問総務課  総務人事担当   ☎32︲9311

志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

◆津幡町緑が丘の山崎  幹夫様から、
　　　　　  福祉向上に　100,000円
◆志賀農業協同組合 様から、夏の

展示会で花苗を販売した売上金を
社会福祉向上のために　27,900円

日本赤十字社石川県支部に
ご加入いただきました

◆黒口　利男 様（大福寺）   特別社員

◆大根千鶴子 様（鹿　頭）   特別社員

◆茶谷　正義 様（鹿　頭）   特別社員

◆落合　邦夫 様（大福寺）銀色有功章
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県 政 バ ス（ 個 人 ）参 加 者 募 集

◆対　　象　志賀町に住む成人
◆運行日・コース（全４回）
　10月２日㈭　野々市市と川北町をたずねるコース

　11月１日㈯　きらめきの兼六園周辺コース

　11月18日㈫　金沢芸妓の舞と能楽コース

　11月20日㈭　金沢芸妓の舞と音楽コース

◆定　　員　各コース48人（申込み多数の場合は抽選で決定）
◆参加費用　コースにより異なります
◆募集期間　８月６日㈬～８月20日㈬＜当日消印有効＞
◆申込方法　往復はがきでの申し込みが必要です。詳し
　　　　　　くは下記まで問い合わせてください。

問申  石川県中能登総合事務所 企画振興課　☎0767-52-6113

警 察 官 Ｂ ・ 女 性 警 察 官 Ｂ 採 用 募 集

◎警 察 官 Ｂ ・ 女 性 警 察 官 Ｂ 採 用 募 集
◆受付期間　８月４日㈪～９月２日㈫
◆第１次試験  筆記試験 ９月21日㈰　体力試験 ９月27日㈯

◆第２次試験　10月下旬
◆最終合格発表　11月中旬
◆受験資格　昭和58年４月２日から平成９年４月１日ま
でに生まれた者（大学卒および大学卒見込みの者は除く）

◎石 川 県 警 察 就 職 説 明 会（ 能 登 地 区 ）の 開 催
◆日　時　８月７日㈭　13：00 ～ 16：00頃
◆場　所　七尾警察署
◆対　象　将来警察官を目指す高校生など
◆内　容　警察署庁舎見学、警察官との懇談会など

問申  羽咋警察署　警務課　☎22-0110

～あなたと公的年金のエピソードをお聞かせください～

◆応募作品
・あなたと公的年金制度をテーマにしたエッセイ。公的年金
　の大切さ、あなたや身近な方と公的年金とのかかわり、公
　的年金についてのあなたの考えなど、なんでも結構です。

・日本語で 1,000 ～ 2,000 文字以内。
・氏名、氏名ふりがな、年齢、性別、住所、電話番号、職業
　または所属（会社名、学校名など）を明記しください。

・内容は応募者本人が制作したもので、未発表のものに限り
　ます。

・募集作品は返却しません。

◆賞
・優秀な作品の募集者には、表彰状の授与並びに記念品
　を贈呈します。

・受賞作品は日本年金機構ホームページに全文を掲載す
　る（11 月下旬予定）ほか、日本年金機構が発行する刊
　行物などに掲載します。

・受賞作品の著作権は日本年金機構に帰属します。

わたしと年金エッセイ募集

◆募集資格
　一般、学生・生徒（中学生以上）

◆募集期間
　６月  ２日㈪～
　９月 19 日㈮（消印有効）

◆提出先

（郵送で提出）
〒 168-8505
　東京都杉並区高井戸西 3-5-24
　日本年金機構サービス推進部
　サービス推進グループ
　わたしと年金担当まで

（電子メールで提出）　watashito-nenkin@nenkin.go.jp

◆問い合わせ先　☎ 03-5344-1100（代）

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

主催：日本年金機構　後援：厚生労働省文部科学省

問七尾年金事務所　☎0767-53-6511

問住民課　☎32-9121

山形県年金ポスター
コンクールより

平成 26 年 わたしと年金エッセイ
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ＮＨＫ学園　生徒募集！

　ＮＨＫ学園では、通信制の高等学校普通科、および生
涯学習通信講座の生徒・受講者を募集しています。

　　　　　　　詳しくは、

問ＮＨＫ学園   ☎042︲₅₇₂︲₃₁₅₁︵代︶

  案内書請求 ☎₀₁₂₀︲₀₆︲₈₈₈₁

 ＮＨＫ学園

 広報しか　有料広告

１号 45㎜×  88㎜（1色）10,000円　３号 45㎜×  88㎜（カラ－）15,000円
２号 45㎜×178㎜（1色）20,000円　４号 45㎜×178㎜（カラ－）30,000円

広報しか 10 月号への掲載申込受付は８月 20 日（水）まで。
詳しくは ･･･

　　　　　　　　　　　　問情報推進課　☎ 32-9261

『広報しか』有料広告募集 !
広告の規格
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現況届を提出してください

『赤崎子供会』に新しい太鼓が整備

児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費受給資格

◆提出期間　８月１日㈮～８月 29 日㈮　（8:30 ～ 17:15）

　「児童扶養手当」および「ひとり親家庭等医療費助成制
度」の受給資格のある人は、年１回の現況届が必要です。
　この現況届は、今年の８月から手当を受けることがで
きるかを調査する大切な届けです。
　８月中に手続きをされなかった場合は、支払期日に手
当が受けられなくなります。
　現在資格のある人には、７月末に案内を送付してあり
ますので、必要書類を添付の上、住民課まで提出してく
ださい。

問申  住民課　ひとり親担当　☎ 32︲9122

～宝くじ助成金で太鼓の整備～
　  赤崎子供会は、コミュニティ助成金により、太鼓やはっ

ぴなどを購入しました。

　この助成金は、地域のコミュニティ活動の充実・強化

を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の

向上に寄与するため、宝くじの受託事業収入を財源とし

て、交付されるものです。団体では会員の日常練習はも

とより、郷土芸能の保存継承、地域のコミュニティ活動

の推進に役立てたいと考えています。

宝くじの収益金は、
身近な街づくりに役立っています。
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　水道の使用を開始するときや中止するときなどは、届
け出が必要です。３、４日前までに認印を持参して、ま
ち整備課上下水道室で届け出を行ってください。

①水道の使用を開始する
（口径 13㍉は 2,300 円、20㍉は 2,400 円の手数料が必要）

　・引越して来たとき　
　・一時中止していた水道を再開するとき　など

　※届け出がない場合は、水道を使うことができません。

②水道の使用を中止する
（口径 13㍉は 2,300 円、20㍉は 2,400 円の手数料が必要）

　・引越しするとき　
　・建て替えなどで家を取り壊すとき　
　・長期の留守などで水道を一時止めたいとき　
　・畑などで 2、3 カ月しか水道を使わず、水道を一時止
　　めたいとき　など

　※届け出がない場合、水道を使用していなくても基本
　　料金が発生します。注意してください。

③水道の使用者が変わる
　・使用者の氏名や名称が変わるとき　など

④給水装置の所有者が変わる
　・住宅の売買や相続などで所有者が変わるとき　など

　※売買契約書の写しまたは登記簿謄本の写しを添付し
　　てください。

　～スムーズな検針にご協力ください～
●水道メーターボックスの上に物を置かない。

●飼い犬は水道メーターボックスから離れた場所につなぐ。

●水道メーターボックス内に砂がたまっている場合は、　
　検針できる程度に砂を除去する。

●水道メーターボックスが破損している場合は修理する。
　※水道メーターボックスは上下水道室で購入できます。
　　口径 13 ミリ、20 ミリ用 ･･･2,600 円（税別）

問まち整備課上下水道室　☎ 32-9241

水道の届け出は早めにお願いします。
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地　域　安　全　ニ　ュ　ー　ス

気をつけよう！水の事故　　　

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会（☎ 22︲4970）

　毎年夏には水の事故が多く発生しています。海や川は

穏やかなようにみえても流れが速いなど、危険がひそん

でいます。遊泳禁止区域では絶対に泳がず、高波や強風

時は近づかないようにしましょう。

　また、海や川にごみを捨てないようにしましょう。家

庭ごみであっても法律違反となります。

◆海に行くなら、離岸流に注意！

　離岸流は沖方向に向かって流れるとても速い流れで、

泳ぎの上手な人でも溺れることがあります。流されたと

思ったら、海岸と平行に泳いで、離岸流から脱出できた

ら岸に向かって泳いでください。

◆子どもだけの水遊びは絶対にさせない！

　保護者は子どもから目を離さないようにしましょう！

◎洗濯・脱水時は、脱水槽が完全に停止してから洗濯物
　を取り出してください。

スス

　　

日時 会場 内容

9 月  2 日㈫
能登中部
保健福祉
センター

14:00 ～ 15:00
講義：「ひきこもりについて」
講師・助言 こころの健康センター所長
15:00 ～ 16:30　家族交流会

10 月 24 日㈮ 羽咋地域
センター 14:00 ～ 15:30

講義：「ひきこもりの気持ちと対応」
講師・助言 こころの健康センター主幹
15:30 ～ 16:30　家族交流会10 月 31 日㈮

能登中部
保健福祉
センター

ひきこもり家族教室

◆対　象　概ね思春期から40代のひきこもりの人の家族
　　　　　（ただし、明らかに精神疾患がある人は対象外）

問能登中部保健福祉センター　津田　☎0767︲₅₃︲₂₄₈₂

洗濯機脱水槽事故に注意！扇風機の点検を！

問一般社団法人　日本電機工業会　☎03-3556-5887

税関では次の通貨・証券などをお返ししています

①終戦後、外地から引き揚げてきた人が、上陸地の税関 
　 または海運局に預けた通貨・証券など

②外地の総領事館や日本人自治会などに預けた通貨・証
　券などのうち、その後、日本に返還されたもの

　心当たりのある人は税関へ問い合わせてください。家
族でも問い合わせ、返還請求することができます。

問大阪税関監視部 ☎06-6576-3115
　金沢税関支署　 ☎076-267-4490
　七尾出張所　　 ☎0767-52-0689

第５回秀景ふるさと富士写真コンテスト

　静岡県は、富士山を想い、考え、学ぶ「富士山の日」運動
を推進しています。「能登富士（高爪山）」など富士山にちな
み名づけられた全国のふるさと富士の写真を募集します。
◆テ ー マ　全国にある「ふるさと富士（見立て富士）」を
　　　　　　撮影した写真※富士山を除く
◆応募期間　12月23日（火・祝）まで
◆応募方法　作品の裏面に「応募票」を貼り付けて、郵便
　　　　　　で応募（応募票は静岡県ＨＰからダウンロード可）
詳しくは･･･
問静岡県文化・観光部富士山世界遺産課 ☎054-221-3776

一般社団法人 日本電機工業会

◎長年使用している扇風機は、電気部品の経年劣化によ
　る発煙・発火の恐れがあります。次の症状がある場合は、
　すぐに使用停止して、販売店に相談してください。

・スイッチを入れてもファンが回らない。
・ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
・回転するときに異常な音がする。
・モーター部分が異常に熱か
　ったり、焦げ臭い。

詳しくは ･･･
火災・救急・救助は 119 番

問志賀消防署　☎ 32-1776　富来分署 42-1211

天候悪化が予想される時、体調が
悪い時、飲酒後の遊泳はダメだよ。
一人での遊泳は危険！複数で行動
しよう！遊泳前は準備運動を !!

ルールを守り楽しい海水浴を♪
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相談・お知らせ
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相 談 内 容 日　　時 場　所 問い合わせ先 備　考

無料法律相談
相談員：國田武二郎弁護士
相談時間 :30 分（要予約）

  8月14日㈭   9:30 ～ 15:30
役場本庁舎

相談室

住民課 
☎ 32-9121

◆募集人員 9 人（予定）
志賀町に住所を有する
人で初めての人を優先
※申し込み用紙は本庁
住民課、富来支所へ

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

 8月21日㈭ 10:00 ～ 15:00
住民課 

☎ 32-9122
養育・家庭生活のこと
など、なんでも

総合相談（無料）
相談員：行政相談委員、人
　　　　権擁護委員、民生
　　　　委員・児童委員、
　　　　司法書士

< 志賀地域 >
　 8月 8日㈮

司法書士（午後のみ）
10:00 ～ 15:00

志賀町文化ホール
２階

志賀町社会福祉
協議会志賀支所 

☎ 32-1363
日常生活の困りごとや、
相談先が分からない場
合など気軽に相談して
ください

< 富来地域 >
　8月11日㈪

司法書士（午前のみ）

富来活性化
センター ２階

志賀町社会
福祉協議会
☎ 42-2545

障害者福祉相談  8月 13日㈬ 13:30 ～ 15:30
役場本庁舎 
11 会議室

健康福祉課 

☎ 32-9131

FAX 32-0288

障害者福祉相談支援事業
所の相談員が応じます

要約筆記・
手話通訳の案内

毎週月～金曜日
※支所対応日除く

 8:30 ～ 17:15 健康福祉課 要約筆記（文字で書い
て伝える通訳）や手話
で行政手続きをお手伝
いします 8月 6日㈬

  　20日㈬ 14:00 ～ 16:00 富来支所総合窓口

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

 8月  7日㈭
  　21日㈭
  　28日㈭

13:30 ～ 16:00
パトリア５階

フォーラム七尾
金沢弁護士会

☎ 076-221-0242

料金 5,400 円（30 分）

※クレサラ相談、負担困
難で法律援助資力基準に
該当する人は初回無料

■ 窓口延長業務
日　　時 内　　容 問い合わせ先

 8月 2日㈯
  　  9日㈯
  　16日㈯
  　23日㈯
  　30日㈯

9:00 ～
12:30

住民票・戸籍
謄抄本・印鑑
証明などの発
行業務

住民課 
☎ 32-9121

■クリンクルはくい体験教室
※８月９日㈯に予定していた「古着のリフォーム教室」は、　施設改修工事のため、開催できません。ご了承ください。

問クリンクルセンターはくい　☎ 27-1153

■ 町長談話室
日　　時 場　　所 問い合わせ先

 8月 6日㈬ 13:30 ～
15:00

役場本庁舎

相談室
総務課

☎ 32-9311
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《実施会場》　志　：志賀町保健福祉センター　

　　　　　　富　：富来保健福祉センター　

　　　　　　と　：とぎ地域福祉センター

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

8月 7日㈭

乳幼児の子ども
さんとお母さん
どなたでも

15:00 ～
15:30 志

8月21日㈭

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
8月 5日㈫

8月26日㈫ 富

すくすく子育て

介　護　予　防
内　容 実施日 時　間 場所

鶴亀
おたっしゃ教室

8月   7日㈭ 10:15 ～
11:15

やすらぎ荘
8月28日㈭

健幸教室

8月   8日㈮ 13:30 ～
15:00

志賀町デイサービス
センター　8月22日㈮

8月 5日㈫
10:00 ～

11:30
シルバーハウス8月12日㈫

8月19日㈫

※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。

【対象者】65 歳以上の人

【対象者】特定健康診査（志賀町国
保加入者）胃がん検診・大腸がん
検診・肺がん検診（40 歳以上の人）

※すくすく子育て相談を希望の人は、事前に相談内容を連絡してください。
※ゆう遊クラブ：５日は『カラーセラピーシュアリング 』、26 日は『フォ
トフレーム作り』です。

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） 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

※参加希望の人は、事前に保健福祉センターまで相談してください。

【受付時間】13:15 ～ 13:45乳幼児健康診査

特定健康診査・がん検診

内　容 実施日 対　象 場所

4カ月児健診 8月 7日㈭ 平成26年4月生まれ
志

１歳６カ月児健診 8月21日㈭ 平成25年1月～ 2月生まれ

内　容 実施日 時　間 場所

特定健康診査
がん検診(胃・肺・大腸） 8月31日㈰ 8:30 ～

10:30 志

予 防 接 種
内　容 実施日 対　象 場所

BCG予防接種
8月 7日㈭

平成26年2月生まれ
志

予防接種相談会 どなたでも

※予防接種相談会は予約が必要です。事前に申し込みください。
【受付時間】　ＢＣＧ　14：00 ～ 14:15　予防接種相談会　14:30 ～ 15:30

問保健福祉センター　☎ 32-0339

健 康 相 談
内　容 実施日 対象者 時　間 場所

いきいき健康相談 毎週金曜日
どなたでも

10:00 ～ 11:00
志

こころの健康相談 8月15日㈮ 13:00 ～ 14:00

※いきいき健康相談を希望する人は、健康診断や血液検査の結果などを持
参してください。※こころの健康相談は、１週間前までに予約が必要です。

健康カレンダー　掲示板
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女性がん検診
内　容 実施日 時　間 場所

女性がん検診
8月26日㈫ 13:00 ～

14:00
堀松公民館

8月27日㈬ 中甘田公民館

【検診内容および対象】

・子宮頸がん検診：20 歳以上の女性　　　　　  　   【検診費用】500 円
・乳・甲状腺がん視触診：30 ～ 39 歳の女性　　　  【検診費用】200 円
・乳・甲状腺がん視触診＋ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検査：40 歳以上の女性    【検診費用】500 円
・骨粗鬆症検診：20 ～ 70 歳までの 5 歳刻みの年齢の人【検診費用】無   料

※検診日により受付時間が異なります。確認の上受診してください。 
※女性がん検診集団用受診券および検診費用を持参してください。クー
　ポン券対象の人はクーポン券も忘れずに持参してください。 

【子宮頸がん個別検診】
（対象者）上記子宮頸がん検診対象者で個別検診を希望される人
（実施期間）8 月 1 日～ 12 月年末休診日前日まで
（検診費用）1,000 円

※必ず事前に保健福祉センターへ申し込んでください。受診に必要な「個
　別検診受診票」を送付します。


