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納税は
お忘れなく!!

花のミュージアムフローリィ

☆イベント『フローリィ de 宝探し』
お化けカボチャを探してプレゼントをもらおう！
◆日　時　10月４日㈯、５㈰、11日㈯、12日㈰、13日(月・祝)、18日㈯、19日㈰、
　　　　　　　25日㈯、26日㈰　（各日先着30人・小学生以下）

☆『ハロウィンコンサート』
金管楽器によるアンサンブル演奏会
◆日　時　10月12日㈰　11：00～・14：00～
※今年のフローリィは12月25日㈭まで延長営業いたします。

問花のミュージアム　フローリィ　☎32-8787

志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

◆志賀町高浜町の㈲大生地建様から、

福祉向上に　100,000円

◎赤い羽根共同募金運動◎

　今年も10月１日から共同募金運動

が始まっています。町内の協力店舗

に募金箱を設置しています。

　お寄せいただいた寄付金は、町の

福祉活動を支援するために使われま

す。多くの方のご協力をお願いいた

します。

問石川県共同募金会志賀町共同募金
　委員会（志賀町社会福祉協議会内）

☎42-2545

第10回　志賀町文化祭

　皆さんお誘いあわせの上、ご来場ください。

◆日　時　：　11月１日㈯～３日（月・祝）　９：00 ～
◆会　場　：　志賀町文化ホール（各種展示、記念講演、芸能アトラクションなど ）
　　　　　　　富来活性化センター（ 文化余技展など ）

　【記念講演会】　11 月３日（月・祝）10：30 ～（10：00 ～ 受付）
　◆場　所　文化ホール・大ホール
　◆講　師　山田パンダ　氏（ミュージシャン・子どもサポーター・道徳講師）
　◆略　暦

問生涯学習課　☎32-9350

　　納期限：10月31日（金）

・町県民税　　　　　　第３期
・国民健康保険税　　　第４期
・後期高齢者医療保険料　第７期
・介護保険料（普通徴収）　第４期

福岡県出身　昭和 20 年生まれ。カレッジフォークグループ「シュリークス」を
昭和 43 年結成。昭和 44 年レコードデビュー。昭和 46 年、フォークグループ「か
ぐや姫」を結成。昭和 48 年に発表した「神田川」が大ヒット。「僕の胸でおやす
み」など自ら作詞作曲した作品も多数リリースし時
代を代表するアーテストとなる。昭和50年に解散後、
テレビドラマで役者としても活動。出演したドラマ
の主題歌にもなった「風の街」、そして「落陽」もヒッ
ト。保育補助員として保育園で働いた経験を元に平
成 5年、『山田パンダの保父してみたら』（読売新聞
社刊）を出版。それを契機に子どもサポーターとし
て講演活動など幅広く展開。現在は西城秀樹などと
「同窓会コンサート」全国ツアーに参加。小学校非
常勤講師として、道徳の授業受持つ。子ども達への
メッセージを込めた、新曲「せいいっぱい」を発売。
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キッチンクラブ感謝祭

◆日　時　10月18日㈯
　 　　　　９：30 ～ 14：00

◆場　所　キッチンクラブおしみず
　　　　　（宝達志水町麦生ネ24）
◆内　容
キッチンクラブおしみず商品、屋台
コーナー、バザーコーナーなど、感
謝価格で販売します。家庭で不要と
なった品物（新品、未使用品）があり
ましたら、ご提供をお願いします。

問キッチンクラブおしみず
☎28-8100

和の布あそび
福川 澄代作品展

◆日　時　10月25日㈯・26日㈰
　 　　　　10：00 ～ 17：00

◆場　所　受念寺（中能登町二宮）
　　　　　☎0767-76-0037
◆内　容
ぬくもりある古布のちりめんでタペ

ストリー・つるし飾り・お細工物・

アクセサリーなどの作品・材料販売

※カフェコーナーもあります。

問ギャラリー喫茶一期一会
☎0767-77-1130

てんと市

◆日　時　10月28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

ちょっと怪しいぞ！
それホント？

　大学生による高齢者詐欺の寸劇
出前講座を行います。近年増加し
ている高齢者を狙った詐欺。被害
に遭う前に皆さん一人一人がしっ
かりと知識を身につけましょう！

◆日　時　10月26日㈰　10：00 ～
◆場　所　志賀町シルバーハウス

◆出　演　金沢星陵大学寸劇
　　　　　合同ゼミナール

問商工観光課　☎32-9341

軽自動車検査協会からの
お知らせ

　平成26年10月１日より軽自動車
検査協会石川事務所の電話番号が
変更になります。
　従来の電話番号は利用できませ
んので注意してください。

軽自動車検査協会石川事務所
（コールセンター）
☎050-3816-1853

受付時間 ：8:30 ～ 17:00　　
休業日： 土・日・祝日・12/29 ～ 1/3

問税務課　軽自動車税担当　
☎32-9142

平成 2 7年度志賀町成人式

　志賀町では、新成人が自分たち
で成人式の企画・運営を行う実行
委員会を行っています。現在、1
回開催し、今後も成人式の詳細を
決めていくために、実行委員会を
行う予定です。
　平成 27 年の成人式の日程と場
所が決まりましたのでお知らせし
ます。

◆日　時　平成27年１月11日㈰
▼場　所　能登ロイヤルホテル
▼対　象　町内在住または出身の
人で、今年度 20 歳をむかえる人

（平成６年４月２日か ら平成７年
４月１日生まれの人）

問生涯学習課　☎32-9350

行列ができる無料相談会

　金銭貸借、交通事故などの民事に
関する様々な紛争や成年後見、離婚、
相続などの家庭に関する問題につい
て、裁判所書記官が調停など裁判所
で利用できる手続きを案内します。
◆日　時　10月８日㈬
　　　　　  10：00 ～ 15：00
◆場　所　志賀町文化ホール

問金沢家庭裁判所七尾支部　
☎0767-52-4622

裁判所の手続き相談

　相続、遺言、年金、雇用、離婚、
土地、借金、起業、特許などの様々
な問題に10士業の専門家がワンス
トップサービスで無料で相談に応じ

ます。

◆日　時　10月25日㈯
　　　　　　10：00 ～ 16：00
◆場　所　めいてつエムザ１Ｆ

問石川県行政書士会　
☎076-268-9555
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問保健福祉センター
　☎32-0339

▶▶志賀町新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました◀◀

対象者 １歳・２歳 ３歳・４歳
（Ｈ26年度限り）

接種回数 ２回 １回

標準的な
接種期間

生後12カ月～15カ月未満で１回目を接種
１回目接種後６～12カ月あけて２回目を接種

自己負担額 なし（無料）

対象者への
案内

接種券を個別に郵送（接種期限：平成 27 年３月 31 日）

※水ぼうそうにかかった子は、接種対象外。自費で受けた場合は、不足回数分の
　み接種対象。

◆高齢者肺炎球菌
　現在、肺炎は死亡順位の第３位で、特に高齢者では高い
死亡率となっています。高齢者がかかる肺炎のうち、およ
そ３割は肺炎球菌によるものと考えられており、そのうち
の８割はワクチンで予防できると言われています。

対象者

① 65・70・75・80・85・90・95・
　100 歳になる人（平成 26 年度）

②大正３年４月 1日以前生まれの人

③ 60～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器な
　どに１級相当の障がいを有する人

接種回数 １回

自己負担額 2,300円

対象者への
案内

接種券を個別に郵送
（接種期限：平成 27 年３月 31 日）

※すでに肺炎球菌ワクチン（23 価）の接種を受けたこと
　がある人は対象外。

◆高齢者インフルエンザ
　普通の風邪とは異なり、頭痛や関節痛が激しく 40 度
近い熱が 3～ 4日ほど続きます。特に高齢者は、気管支
炎や肺炎などを合併し、重症化する確率が高いと言われ
ています。

対象者

①接種当日に満 65 歳到達者で接
　種を希望する人
（昭和 24 年 12 月 20 日以前生まれ）

② 60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器
　などに 1級相当の障がいを有する人

接種回数 １回

自己負担額 1,000円

対象者への
案内

接種券を個別に郵送
（接種期限：平成 26 年 12 月 27 日）

10 月 1 日から、子どもの水痘（水ぼうそう）と高齢者の肺炎球
菌ワクチンが定期接種に追加されます。また、高齢者インフルエ
ンザ予防接種も始まります。

     予防接種のお知らせ

　毎年流行するインフルエ

ンザより感染力の強い新型

インフルエンザなどの発生

に備え、町民の生命および

健康を保護するため、新型

インフルエンザ等対策行動

計画を策定しました。

◆閲覧期間　９月22日～ 12月26日　

町民生活および町民経済に及ぼす影響を
最小限に抑える計画の詳細は、志賀町ホー
ムページおよび健康福祉課、富来支所、
保健福祉センターで閲覧できます。

Pick UP

※子どもインフルエンザ接種費用の一部
　助成が、11月１日から始まります。

◆水痘（水ぼうそう）
　水ぼうそうのウイルスはとても
感染力が強く、多くの子どもがか
かると言われています。一般的に
は軽症ですが、免疫力の
低下した人が感染
すると重症化し
て命にかかわ
る場合もあり
ます。
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国民年金保険料の納付は、便利・安心
確実な口座振替がお得！

　国民年金保険料の納め忘れはありませんか？

　「忙しくて･･･」、「つい、うっかり･･･」といった理由
でも保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基
礎年金が減額されたり、万が一のときの障害基礎年金
や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
そこで、国民年金保険料の納付には、便利で安心、確
実な口座振替をおすすめします。

　口座振替を利用すると、

　◆自動引き落としで納め忘れの心配がありません。

　◆金融機関などへ行く手間と時間が省けます。
　◆当月分保険料を当月末に引き落としで、月々 50円
　　割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が
　　多い６カ月前納・１年前納もあり、更に保険料約

　　１カ月分の割引がある２年前納もあります。

ぜひ、口座振替制度の利用を検討してください。

　申込方法

　口座振替希望者は、納付書または年金手帳、通帳、

金融機関届出印を持参し、希望の金融機関または年金

事務所へ申し出てください

※クレジットカードで保険料を納付する方法もあります。

　(カード会社により、ポイントが貯まる場合があります)

問七尾年金事務所　☎0767-53-6511
問住民課　☎32-9121

(公財)能登半島地震復興基金
平成27年度事業説明会

　能登の交流人口拡大や、地域ブランド育成などの
取り組みを対象にした事業募集の説明会を行います。

日　程 内　容

10 月 16 日㈭

10：30 ～ 石川県奥能登行政センター
（能登空港内）41 会議室

14：00 ～ 石川県中能登総合事務所
会議室（七尾市）

10 月 17 日㈮ 14：00 ～ 石川県庁 14 階 
1407 会議室

◆対　象　能登の活性化に取り組む県内の民間団体

※参加申込方法など詳しくは問い合わせてください。

問(公財)能登半島地震復興基金（石川県庁地域振興課内）
☎076-225-1317
http://www.noto-fukkoukikin.jp 

アルコール依存症家族教室

　アルコール依存症と診断された方やアルコール依存
症と思われる人の家族が、より良い対応ができるよう、
アルコール依存症についての知識や理解を深めるため
の家族教室を実施します。（参加無料）

◆日　時　10月10日（金）14：00 ～ 16：00
◆場　所　生涯学習センター「ラピア鹿島」

　　　　　（中能登町井田に-50　℡0767-76-1900）

◆内　容　①講演「アルコール依存症の理解と対応」

　　　　　　講師　森川　恵一　医師

　　　　　　松原病院　院長代行副院長（精神科医）

　　　　　②質疑応答

問申 能登中部保健福祉センター吉岡　☎ 0767-53-2482

河川で鮭
サケ

の採捕はできません

　河川で「サケ（鮭）」をとることは、水産資源保護法によ

り禁止されています。違反すると罰則が科せられること

があります。サケが河川に帰ってくるのは、地域の皆さ

んがきれいな河川環境を実現する

ために努力されてきた結果です。

温かく見守ってください。

問農林水産課　☎32-9224

行政相談週間

10月 20 日㈪～ 26日㈰

　総務省では、皆さんの行政に対する苦情や意見・要望

などを受け付け、関係行政機関と協力してその解決を
図ったり、行政運営の改善に反映させたりする行政相談
業務を実施しています。行政相談は、行政相談委員、石
川県行政評価事務所で電話・ＦＡＸを問わず受け付けて
います。気軽に相談してください。

▼志賀町の行政相談委員

　前田政雄さん（上野）　☎ 32-2168

　西方政章さん（中山）　☎ 47-1530

▼総務省石川行政評価事務所　 ☎ 076-222-5232
　　　　　　　　　　　　　　 ℻ 076-222-5233

▼行政苦情 110 番　　　　　　☎ 0570-090-110

※土・日・祝日および夜間（17:30 ～翌日８:30）は、
　留守番電話で受け付けます。

問住民課　☎32-9121
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家屋の新増築・取壊しの届出について

　家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在に建っている
建物に課税されます。税務課では、町内の新増築家屋や
取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行
うためにも、次のようなときは、税務課固定資産税担当
まで届け出をお願いします。

●新築・増築をしたとき
　　税務課職員が伺い、家屋評価をします。この評価は、
　固定資産税の基礎となる評価額を算出するために行い
　ます。
　　評価は、完成後順次行う予定ですが、入居前に評価
　を希望する人は、完成後早めに連絡してください。
　都合の良い日を相談の上、伺います。

●取壊しをしたとき
　　家屋の一部または全部を取り壊ししたり、年内に取
　り壊す予定のある人は、「家屋滅失届」を提出してくだ
　さい。
　　取り壊した建物については、届け出があれば翌年度
　から固定資産税が課税されませんが、届け出がないと
　課税されてしまうことがありますので、早めに連絡し
　てください。
　　この届出は登記とは関係ありませんので、登記され
　ている家屋の場合は、別途、自分で滅失登記をしてく
　ださい。

●未登記家屋の所有者を変更したとき
　　登記されていない家屋の所有者を変更したときは、
　「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。
　　この手続きをしないと、翌年度以降も前の所有者に
　課税されてしまいますので、忘れずに届け出をしてく
　ださい。この届け出は登記とは関係ありません。

問税務課　固定資産税担当　☎32-9141　℻32-0288
◆対　象　現在妊娠している人、
　　　　　赤ちゃんを望んでいる人
◆会　場　社会福祉法人 
　　　　　志賀町乳幼児保育園
　　　　　　（末吉旧水１）

問申 志賀町乳幼児保育園  ☎ 32-2640
　　（石川サンケン志賀工場側）

集まれ！マタニティフレンド

　胎内で育まれている小さな命。

お母さんと赤ちゃんのコミュニケーションはもうこの時

から始まっています。赤ちゃんとの絆を深めながら友達

の輪を広げ、楽しいひと時を過ごしませんか。（無料）

日　時 内　容

10月18日㈯

13:00 ～ 15:00

「つながる子育て」
～まわりの人に支えられて～

　講師　講師：定仙　光代　氏（公立羽咋病院
　助産師）※マタニティ、保護者、地域の方、
　どなたでも参加できます。

10月25日㈯

13:00 ～ 15:00
「ママからのプレゼント」

愛情いっぱいの腹這いマットを作ります。

石川県原子力防災訓練を実施します

―  11月上旬実施予定  ―　　　　　　
訓練項目
・緊急時通信連絡訓練
・オフサイトセンター運営訓練
・災害対策本部等設置訓練
・緊急時環境放射線モニタリング訓練
・広報訓練
・緊急被ばく医療措置訓練
・退避等措置訓練（５km圏内の小学校や赤住区・福浦港
　区の他、数地区で住民避難などを実施します。）

問環境安全課　☎32-9321
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やってみよう！ゆったり太極拳　

　武術太極拳（カンフー）は老若男女問わず、何歳から
でも始められる生涯スポーツです。気軽に参加して、
カンフーの爽快感を味わってみませんか。
（申込・参加費不要）

10 月の日程

富来活性化センター
（富来領家町）
問髙木　☎ 42-2197

25 日㈯ 13:30 ～ 15:00

26 日㈰ 19:30 ～ 21:00

27 日㈪ 10:00 ～ 11:30

28 日㈫ 13:00 ～ 15:00

″ 19:30 ～ 21:00

志賀町シルバーハウス
（代田）

問中谷　☎ 37-1660

 7 日㈫ 14:00 ～ 15:00

14 日㈫ ″

21 日㈫ ″

28 日㈫ ″

志賀町文化ホール
（高浜町）

問青山　☎ 32-3448

24 日㈮ 19:00 ～ 20:30

25 日㈯ ″

26 日㈰ ″

各教室で体験者を随時募集中です。詳細は上記問い合
わせ先まで。／毎週火（昼夜）金（昼）

問志賀町太極拳協会　髙木　☎42-2197

傾聴ボランティア養成講座　受講者募集

日　程 内　容

10 月 14 日㈫ 傾聴とは　傾聴の意義や意味
10 月 21 日㈫ 傾聴の心構え
10 月 28 日㈫ 志賀町の現状について
11 月　4日㈫ 意見交換　交流会

花苗を差し上げます

　心豊かな生活環境づくりを推進するため、町民による
花づくり事業を実施しています。この事業に賛同し、自
ら花づくりに取り組み、花いっぱいの明るい志賀町を目
指す団体・グループなどに対し、花苗を差し上げます。

○配布対象　　地域団体、各種団体、学校、保育園、
　　　　　　　公民館、そのほか一般町民のグループ
　　　　　　　および企業
○花植場所　　沿道・コミュニティー施設前、地域の
　　　　　　　バス停など
○花苗種類　　マリーゴールド、サルビアなど比較的
　　　　　　　に育てやすい花苗を予定しています。
○申込方法　　生涯学習センター（文化ホール内）に
　　　　　　　備え付けの花苗申込書を生涯学習セン
　　　　　　　ターまで提出してください。
○提出締切　　10 月 31 日㈮
○配布決定　　後日、代表者に配布決定通知書を送付
○配布年度　　平成 27 年度

※花苗の配布数には限りがあります。
　希望数に沿えない場合がありますので、
　ご了承ください。
※花の植え付け、水やりなどの日常管理は、
　それぞれが責任を持って行ってください。

問生涯学習センター（文化ホール内）　☎32-2970　℻32-3011

　『男性の料理教室』参加者募集♪　～介護予防事業～

　「食べることが楽しみ」「料理をしてみたい」と
いう男性の皆さん、包丁の持ち方や切り方、味つ
けの仕方など、料理の基本を学び、「自分のため、
家族のため」、気軽に台所に立ってみませんか？
今まで包丁を持ったことのない人も大歓迎です。

◆時　間　10：00 ～ 12：30
◆内　容　食に関する講話・調理実習
◆対　象　志賀町に住む 65 歳以上の男性
◆持ち物　エプロン、タオル（三角巾）、お米１合

問申 保健福祉センター　☎ 32-0339

　「傾聴」とは、ただ話を聞くのではなく、「心で聴いて受け止める」技能です。傾聴から多くのものを学び、ボランティア
活動や日常の生活に活かしてみませんか？

志 賀 会 場 富 来 会 場

志加浦公民館：12 月   2 日㈫ 西浦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ：10 月 17 日㈮

上熊野公民館：12 月   3 日㈬ 西 海 公 民 館 ：10 月 22 日㈬

堀松公民館：12 月 10 日㈬ 酒見構造改善ｾﾝﾀｰ：10 月 24 日㈮

土田公民館：12 月 12 日㈮ 東増穂公民館：10 月 28 日㈫

下甘田公民館：  1 月    9 日㈮ 稗 造 公 民 館 ：11 月    5 日㈬

大島集会所：  1 月 21 日㈬ 熊 野 公 民 館 ：11 月 12 日㈬

加茂公民館：  1 月 28 日㈬ 福浦みなと会館：11 月 14 日㈮

文化ホール：  1 月 30 日㈮ 富来活性化ｾﾝﾀｰ：11 月 28 日㈮

◆時　間　13：30 ～ 15：30
◆場　所　志賀町文化ホール
◆定　員　15 人
◆対　象　町内在住で、ボランティア活動をしたい
　　　　　と思っている人（受講は無料）

問志賀町社会福祉協議会　☎42-2545　℻42-2305
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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：国田武二郎弁護士
相談時間：30 分（要予約）

10月31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

 10月23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 >
 10月10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 >
 10月10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  10月  8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 10月  1日㈬

  　  15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）

 10月 2日㈭
  　   9日㈭
  　 23日㈭
  　 30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　　　　問住民課　☎ 32-9121
日　　時 内　　容

10月 4日㈯
  　11日㈯
  　18日㈯
  　25日㈯

9:00 ～
12:30

住民票・戸籍謄抄本・印鑑
証明などの発行業務

■ 町長談話室　　　　　問総務課　☎ 32-9311
日　　時 場　所

 10月 1日㈬ 13:30 ～
15:00

役場本庁舎相談室

 10月 8日㈬ 富来支所

※都合により開設できない場合や、開始時刻および終了時刻が変更と
　なる場合がありますので、事前にご確認ください。

■クリンクルはくい体験教室　時間 9：00 ～　場所：クリンクルはくい　 問申  ☎ 27-1153　FAX　27-1154

教　　室 日　　時 申込受付時間 講　　師 内　　容

古着リフォーム教室
（予約制・定員20人）

 10月11日㈯
10 月   1 日㈬～

10 月 10 日㈮
原田 洋子さん

ごみを出さない工夫と有効利用を図ります。

参加費：700 円、持ち物：布１枚、裁縫道具

エコクッキング教室
（予約制・定員20人）

 11月  1日㈯
10 月 22 日㈬～

10 月 31 日㈮
室谷 加代子さん

ごみを出さない工夫やごみの分別の仕方を学ぶ。

参加費：1,000 円、持ち物：エプロン、三角巾、箸
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特定健診・がん検診
内　容 実施日 時　間 場所

日曜健診 10月19日㈰ 8:30 ～
10:30

活

がん検診（胃・肺・大腸）  10月26日㈰ 志

問保健福祉センター　☎ 32-0339

《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

　　　　　　活　：富来活性化センター

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

10月 2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

10月16日㈭

10月30日㈭

げんキッズ広場 毎週火・金曜日
（祝日は除く）

10:00 ～
11:30ゆう遊クラブ

10月 7日㈫

10月21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

10月  9日㈭ 10:15 ～
11:15

やすらぎ荘
10月23日㈭

健幸教室

10月17日㈮ 13:30 ～
15:00

志賀町デイサービス
センター　10月24日㈮

10月 7日㈫
10:00 ～
11:30

シルバーハウス10月 21日㈫

10月28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

※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：※ゆう遊クラブ：７日、21 日は「クッキング」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
内　容 実施日 対　象 場所

4カ月児健診 10月 2日㈭ 平成26年6月生まれ

志１歳６カ月児健診 10月16日㈭ 平成25年３月～
４月生まれ

３歳児健診 10月30日㈭ 平成23年３月～
４月生まれ

予 防 接 種
内　容 実施日 対　象 場所

BCG予防接種
10月 2日㈭

平成26年4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　14:15 ～ 14:30　予防接種相談会　15:00 ～ 15:30

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 10月17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。

女性がん検診
内　容 実施日 時　間 場所

集団検診

10月 1日㈬
　　　　　※

13:00 ～ 13:45 酒見構造改善センター

14:30 ～ 15:15 東増穂公民館

10月 7日㈫
　　　　　※

13:00 ～ 13:45 熊野公民館

14:30 ～ 15:15 上熊野公民館

10月20日㈪ 13:00 ～ 14:00 志

夜間検診

10月  9日㈭

18:30 ～ 19:30

活

10月16日㈭ 志

10月23日㈭ 活

土曜検診

10月 ４日㈯

  9:00 ～ 10:00

志

10月 18日㈯ 活

10月 25日㈯ 志

※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。 
【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

※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。


