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　　納期限：11月２日（月）

・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

志賀町合併10周年記念・志賀町文化協会合併10周年記念式典
第11回志賀町文化祭

◆日　時　【展　示】　　　　11月１日㈰～３日（火・祝）　9:00 ～
　　　　　【文化協会記念式典・アトラクション】　11月１日㈰　13:30 ～

問生涯学習課　☎32-9350 皆さんお誘いあわせの上、ご来場ください。

内　容 場　所

各種展示、
芸能アトラクションなど

志賀町
文化ホール

文化余技展など 富来活性化
センター

てんと市

　皆さんのお越しを、お待ちしてい
ます。

◆日　時　10月27日㈫  ８:30 ～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　　　　　☎32-9290

串田淑子オータムコンサート

　浜辺の歌やカルメンよりハバネラ
などを串田淑子先生が歌います。

◆日　時　10月12日（月・祝）　14:00 ～
◆場　所　志賀町文化ホール

問コール志賀（名山）☎090-2838-6394

花のミュージアムフローリィ

☆教室『ハロウィーンリース』
　造花やドライの実をたくさん使っ
た秋らしいリースアレンジです。
◆日　時　10月３日㈯　14:00 ～
◆参加費　860円（先着10人）

☆教室『ハロウィンフラワーアレンジ』
　カボチャの器に造花やドライフラ
ワーを詰め込んだハロウィンらし
いアレンジです。
◆日　時　10月11日㈰　14:00～
◆参加費　760円（先着10人）
※どちらの教室も電話予約可能

問花のミュージアム  フローリィ　
☎32-8787

志賀町合併10周年記念式典

　平成 17 年９月１日に志賀町と富来町が合併して誕生した新・志賀町は、10
周年を迎えました。町民の皆さまと 10 年を振り返り、新たな出発を祝います。

◆日　時　11月１日㈰　9:00 ～
◆会　場　志賀町文化ホール・大ホール

・記念講演会　10:30 ～
◆講　師　島田  洋七  氏
◆プロフィール

問総務課　☎32-9311

・記念式典
・功労者表彰
・福井県高浜町による伝統芸能

　1950年広島生まれ。小学２年から中学３年ま
での８年間を佐賀で暮らす。現在も佐賀在住。
Ｂ&Ｂは、70 年代に多くの漫才コンテストで
賞を受け、80年代漫才ブームの牽引者となり、
「笑ってる場合ですよ！」など多数の番組に出演。
『もみじまんじゅう』のギャグは一世を風靡する。
　著書「佐賀のがばいばあちゃん」は、累計販
売部数 670 万を超える大ベストセラーとなり、
祖母との生活を基に語る講演会は、爆笑と感動
を呼び、全国各地で高い評価を得る。
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健康　志っ賀り　ミニ講座【血糖偏】

　糖尿病・高血糖に注意！
　常に血糖値が高い状態を糖尿
病といい、放置すると血管や神
経を傷つけ、全身に合併症を起
こします（図参照）。まずは、自
身の血糖値を確認しましょう。

地域サロン担い手育成講座

　お互いに声を掛け合い、支え合える " 地域づくり " を一緒に考え、身近な地
域でサロン活動をしたい！という担い手の養成講座です。皆さんの「経験」や「知
恵」を地域の力に変えましょう。現在、活動中の人も、ぜひ参加してください。

◆場　所　志賀町文化ホール　32研修室

問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

問申  志賀町社会福祉協議会・ボランティアセンター　☎42-2545

詳しくは、保健福祉
センターの「いきい
き健康相談」まで
連絡してください。

★網膜症
成人失明原因の第２位

★腎症
透析導入原因の第１位

★末梢神経障害
下肢切断原因の第１位

★は糖尿病の三大合併症

脳梗塞
血糖値が正常な人に
比べ２～４倍の頻度

心筋梗塞
血糖値が正常な人に
比べ３倍以上の頻度

項目 適正 要注意 要医療

空腹時血糖
（mg/dl） 99以下 100以上

125以下 126以上

HbA1c
（%）NGSP値 5.5以上 5.6以上

6.4以下 6.5以上

検尿(尿糖) (－) (±) (＋)以上

期日 内　容 講師など

10月14日㈬
19:00 ～

改正介護保険制度について
～何が変わったのか？～ 健康福祉課

志賀町地域包括支援センター志賀町の現状

10月21日㈬
19:00 ～

ボランティアって？ 志賀町ボランティアセンター

認知症になっても安心して
暮らせる地域づくり 認知症サポーター養成講座

10月28日㈬
19:00 ～

コミュニケーション力を
つけよう

杉原企画代表
杉原　美佐子　氏

11月4日㈬

19:00 ～
サロンで使える
レクリエーション

一般財団法人
石川県レクリエーション協会
副理事長　泉秀夫氏

11月11日㈬

19:00 ～

地域サロン活動実践報告 そくさい会実践者

地域でできることを考えよう
志賀町社会福祉協議会

サロンの開設に向けて

全身に障がいを
起こす糖尿病

石川県最低賃金の改定

時間額　735円
（改正発効日　平成27年10月１日）

詳しくは･･･

問石川労働局　☎076-265-4425

石川県最低賃金

キッチンクラブ感謝祭

　日頃の感謝を込めて、来場者全
員にキッチンクラブの商品プレゼ
ント。その他色々準備して、お待
ちしています。

◆日　時　10月24日㈯　10:00 ～ 14:00
◆場　所　キッチンクラブおしみず
　　　　　（宝達志水町麦生ネ24）

問キッチンクラブおしみず　☎28-8100

第37回県下志賀町将棋大会

◆日　時　10月18日㈰　９:00 ～　
　　　　　（競技開始：10:00 ～）

◆場　所　志賀町文化ホール
◆競　技　A・B級４人一組リーグ予選
　　　　　２勝　決勝トーナメントへ
　　　　　２敗　２部トーナメントへ
◆会　費　一般  2,000円、
　　　　　高校生以下  1,000円（昼食付）

問志賀町将棋愛好会（越後）
☎090-9448-1537

志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

◆㈱ＮＴＮ能登地区４社様から合同夏
祭りの募金を志賀町の社会福祉に役
立ててほしいと　　　　　  2,355円

◆志賀町下甘田中学校昭和35年卒業生
一同様から同窓会費の残額を福祉向
上に　　　　　　　　　　54,250円

◆志賀町高浜町の(有)大生地建様か
ら、福祉向上に　　　　  100,000円
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志志っ賀り　
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家屋の新増築・取壊しの際は、届出を

　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。新増築家屋や取り壊し家屋の
把握に努めていますが、適切に課税するた
めにも、税務課まで届け出をお願いします。

●新築・増築をしたとき
　税務課職員が新築・増築の家に伺い、家屋評価します。
この評価で、固定資産税の基礎となる評価額を算出
します。完成後に順次評価しますが、入居前に評価
を希望する場合は、完成後早めに連絡してください。
都合の良い日を相談して伺います。

●取壊しをしたとき
　家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り
壊す予定の人は、「家屋滅失届」を提出してください。
届け出があれば、翌年度から取り壊した建物の固定
資産税は課税されませんが、届け出がないと課税さ
れることがありますので、早めに連絡してください。
また、この届け出は登記とは関係ありません。登記
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

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、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 30 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 28 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。
※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

、

いつかの自分のための介護講座

　家庭で活かせる介護の基礎知識を習得しませんか。

◆時 間　13:30 ～ 15:30

問申  志賀町社会福祉協議会・ボランティアセンター
☎42-2545

期　日 内　容 場　所

10月８日㈭ ・介護保険制度について
・高齢者疑似体験

志賀町
文化ホール

10月14日㈬ 福祉用具について 金沢福祉用具
情報プラザ

10月19日㈪ 介護の知識と実技 志賀町保健
福祉センター

10月28日㈬ 認知症サポーター
養成講座

志賀町
文化ホール

志賀町プレミアム商品券の有効期限は
平成27年11月30日(月)まで！

　６月に販売した「志賀町プレミアム商品券」の有効期
限は平成27年11月30日㈪までです。有効期限を過ぎる
と、一切使用できませんので、早めに利用してください。

【商品券の利用対象外】
・税金、公共料金(電気料金含む)、債務、商品券、ビール券、
図書カード、切手、印紙、たばこ、官製はがきなど、換
金性の高いもの・遊技場、治療・
　保険料などへの支払い

問志賀町商工会　☎32-1002
問富来商工会　☎42-2562

国民年金保険料の納め忘れはありませんか？
口座振替なら、納め忘れがなく、時間と手間がかりません。
また、【早割、二年前納、1年前納　半年前納】などの
お得な割引があります！

･･･････････････ 申込方法 ･･･････････････
口座振替申出書に必要事項を記入。押印（金
融機関の届出印）して近くの年金事務所に
申し込むか、郵送してください。また、金
融機関窓口に提出しても結構です。

詳しくは、七尾年金事務所(☎0767-53-6511)または志賀町役場(☎32-9121)まで。

国民年金の支払いは、安心・便利な口座振替を！
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高齢者インフルエンザ
予防接種を実施

　平成27年度の高齢者インフルエ
ンザ予防接種を実施します。接種
を受けてから効果が出るまでに２
週間ほどかかります。接種希望者
は、流行する前に接種しましょう。

◆期 間
　10月１日㈭～ 12月28日㈪

◆対 象 者
・満65歳以上の人
・満60 ～ 64歳までの心臓や腎臓呼吸
器等重度障害者（身体障害1級程度）
※対象者には接種券を送付します。

◆自己負担　1,000円
　　　　　  （生活保護世帯は無料）

◆接種方法　
　直接希望する医療機関へ申し込
　んでください。

問保健福祉センター　☎32-0339

浄化槽の法廷検査を
受けましょう

【浄化槽利用者・３つの義務】
①浄化槽の保守点検（年３回以上）
②浄化槽内の清掃・汲み取り（年１回以上）
③浄化槽の法廷検査（年１回）

浄化槽の保守点検と清掃はし
ていますが、法廷点検は受け
ていないという人がいます。
きちんと３つの検査を受け
て、適正に管理しましょう。

問能登中部保健福祉センター
　生活環境課　☎0767-53-2482

無料公証相談所を開設

10月１日～７日は公証週間
　大切な契約書や遺言など、法務大
臣によって任命された公証人が公正
証書を作成します。（要予約・無料）

◆日　時　10月１日㈭～７日㈬　
　　　　　９:00 ～ 17:00
◆場　所　七尾公証役場
　　　　　（七尾市藤橋町戌部26-1）

問申  七尾公証役場　☎0767-52-6508

河川で鮭
サケ

の採捕禁止！

　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

行列ができる無料相談会

　近年は、年金・雇用・相続・多
重債務・知材紛争などさまざまな
問題が生じていますが、法律事務
係10士業団体の専門家が、知恵を
集めて皆さんの問題を解します。

◆日　時　10月24日㈯  10:00 ～ 16:00
◆場　所　香林坊アトリオ４Ｆ

問日本弁理士会北陸支部事務局
☎076-266-0617

看護職の就業支援相談

　看護職の就業支援相談員が、再就
業や転職など介護の仕事に関するど
んなことにも個別に対応します。
（偶数月開催・無料）

◆日　時　10月15日㈬、12月17日㈭
　　　　　　平成28年２月18日㈭
　　　　　  10:00 ～ 12:00
◆場　所　ハローワーク羽咋２Ｆ

問県看護協会　☎076-225-7771

車の点検・整備を

　日常点検や定期点検は、車のト
ラブルを防ぐだけでなく、地球温
暖化の原因「ＣＯ２」の削減にもつ
ながります。日頃から車の点検・
整備を心がけましょう。

問北陸信越運輸局石川運輸支局
☎076-291-7852

行政相談週間

10月 19 日㈪～ 25日㈰

　総務省では、皆さまから国の行
政全般についての苦情や意見・要
望などを受ける行政相談を実施し
ています。公正・中立の立場から
その解決を図り、行政運営の改善
に役立てます。

▼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

問総務省石川行政評価事務所
☎0570-090-110（行政苦情 110番） 
℻ 076-222-5233

※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。

能登地区リウマチ講演会

◆日　時　10月25日㈰　14:30 ～ 16:30
◆場　所　フォーラム七尾パトリア５F
　　　　　（七尾駅前）

◆講　演　「リウマチと歯周病」
◆講　師　やわたデンタルクリニック
　　　　　中

なかしん

新敏
としひこ

彦院長

問日本リウマチ友の会石川支部
（平野）☎090-4329-5808

受けよう！はかりの定期検査

　取引・証明に使用する「はかり」
は、計量法に基づく「定期検査」を
受けなければなりません。定期検
査を実施するので、必ず受検して
ください。※家庭用のはかりは対象外
◆時　間　11:00 ～ 12:00、
　　　　　13:00 ～ 15:00

問商工観光課　☎32-9341
問石川県計量検定所
☎076-241-4157

期　日 場　所

10月１日㈭ 富来活性化センター

10月２日㈮ 役場大会議室
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うつ病・不登校・ひきこもりで悩んでいたら

◆場　所　能登中部保健福祉センター（七尾市本府中町）

（参加無料、当日申込可）

問申  能登中部保健福祉センター　☎0767-53-2482

10月30日金まで 志賀町優良特産品募集！
商店・事業所の皆さまへ

志賀町優良特産品

志賀町の特産としてふさわしい地場産品を募集しています。
町が、優良特産品の推奨品として販路を拡大し、情報発信します。

【推奨基準】  町内に事務所または事業所を営む個人または法人
　　　　　  その他の団体が生産または加工した地場産品

詳しくは･･･
問申  商工観光課　☎32-9341

日金ままで

赤ちゃんはいはいレース参加者募集！

家族そろって楽しめる、
心あたたまるイベントです。
たくさんの応募をお待ちしています！

◆日 時　11 月８日㈰　13:00　スタート
◆場　所　志賀町保健福祉センター（げんきホール）
◆対象者　はいはいができる 1歳前後の赤ちゃんと
　　　　　その保護者（先着 20 人）

◆申込締切　10 月 30 日㈮
【内　容】
・１レースにつき、最大 5人の赤ちゃんが５ｍ競争をします。
・全員ゴールした時点で終了。（最長５分）
・赤ちゃん 1人につき、保護者 1人がコースで誘導します。
・赤ちゃんの誘導させるための小道具は持ち込みOK！
・参加無料！参加者にはもれなく記念品が当たります☆

問申  志賀町保健福祉センター　☎32-0339

10月16日㈮
14:00 ～ 16:00

うつ病家族教室
「うつ病の理解と対応」

◆講　師　県立高松病院精神科医
　　　　　関 奈緒子 医師

◆対象者　うつ病と診断された人の家族、
　　　　　 うつ病と思われる人の家族

10月31日㈯
14:00 ～ 16:00

不登校・ひきこもりに関する講演会
「子どもの生きる力を育てる関わり方」

◆講　師　金沢星稜大学人間科学部
　　　　　子ども学科　高 賢一 教授

◆対象者　概ね思春期～ 40歳代の
　　　　　ひきこもりの人の家族

あつまれマタニティフレンド

胎内で育まれている小さな命。
喜び、期待、愛しさ･･･。
マタニティの時期だからこその
幸せを一緒に味わいましょう。

◆場　所　志賀町乳幼児保育園（石川サンケン志賀工場側）
◆対　象　現在妊娠している人、赤ちゃんを望んでいる人

問申  志賀町乳幼児保育園　☎32-2640

母子保健事業のお手伝いをしてみませんか？

　保健福祉センターなどで行われている乳幼児健診や育

児教室で、補助的なお手伝いを一緒にする人を募集して
います。志賀町在住で、母子保健の向上や子育て・ボラ
ンティアに関心のある人は、ぜひ、下記まで連絡をお願
いします。
　実際の健診や教室に参加し、一緒に体験を積んだ上で、
将来的に町の母子保健推進員（※）として、活動に協力し
ていただきたいと考えています。

※母子保健推進員とは
町長が委嘱し、任期は２年間。母子保健福祉行
政と地域住民とのパイプ役として、町が行う各

種母子保健事業に協力する人です。

問申  志賀町保健福祉センター母子保健係　☎32-0339

10月17日㈯
13:00 ～ 15:00

※マタニティ、保護者、地
域など、どなたでも参加可

子どもの病気の対処法
急な時に知っておきたいこと

講師：藤井邦裕氏
（志賀クリニック小児科医）

10月24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
マット作り　　　　


