
　不審者から身を守るための「安全基礎体力」を学ぶ体験型防
犯教室が６月19日（火）志賀小学校で開催され、全校児童622
人が実践を交えて、心構えや対応策などを学びました。
　児童らは、帰宅中に怪しい人に声を掛けられた場合の対応
を体験。NPO法人体験型安全教育支援機構の講師は、「不審
者に誘われてもついていかないとキッパリ断る」、「靴はすぐ
に捨てられないから、相手の靴を覚えておくと良い」などと
話しました。

不審者役にランドセルをつかまれて逃げる児童

　富来小学校で人権擁護委員による人権教室が行われ、富来
小学校３・４年生の児童50人が、詩の朗読やDVDを鑑賞しな
がら「相手への思いやりの心」を学びました。
　また、志賀・富来両中学校で、スマホやケータイを正しく
使うためのポイントや、人権擁護委員による全国中学生人権
作文コンテスト受賞作文の朗読を通じて、人権について学び
ました。
　「スマホ・ケータイ安全教室」では、SNSやコミュニケーショ
ンアプリに関連したトラブルについて学び、インストラクター
からの質問に生徒たちは真剣に応えていました。点字用紙の手作りペンケースをもらい喜ぶ児童たち

町内小中学校で人権教室
考えよう 相手の気持ち 未来へつなごう 違いを認めあう心

志賀小学校で体験型防犯教室を開催
不審者から身を守る

　６月９日（土）・10日（日）の２日間、茨城県水戸市で開催さ
れた第44回沼尻杯全国中学生レスリング選手権大会で入賞し
た志賀町ジュニアレスリング教室の岡田姉妹が山下勝監督と
ともに志賀町役場を訪れ小泉町長に喜びを報告しました。
　姉の愛生さん（志賀中３年）は、「自分の攻めが全然できなかっ
た。もっと技を磨いて次は優勝したい」、妹の夢生さん（志賀
中１年）は、「最初に点数を取られて負けてしまった。これか
らは先に攻めて全国大会で優勝したい」と大会を振り返り、
次の大会への意気込みを話しました。 （左２人目から）岡田 愛生さん（女子の部48kg級２位）、

岡田 夢生さん（女子の部34kg級３位）

岡田姉妹が活躍
全国中学生レスリング選手権大会

　６月17日（日）、志賀町内で第22回全日本選手権個人タイ
ム・トライアル・ロード・レース大会、2018日本パラサイ
クリング選手権・ロード大会が開催され全国のトップアス
リートがタイムを競いました。
　コースは、スタート・ゴール地点を宿女交差点とした福野
から羽咋市滝谷町までの１周13.1㎞。田園地帯の中を約120
人の選手が駆け抜けました。
　志賀町からは、第１走者に選ばれた志賀中３年生の細川翔汰
選手（写真）が男子U17+U15カテゴリで出場し、13位。U15では、
２番目と健闘しました。スターターを務める小泉町長と第１走者

全日本選手権個人タイム・トライアル・ロード・レース大会
町内の田園地帯を自転車が駆け抜ける
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　６月23日（土）、ベアリング製造会社NTN㈱の羽咋郡市内の
グループ企業４社が主催するNTN能登祭りが、羽咋市のコスモ
アイル羽咋で開催されました。イベントの冒頭で、中島淑岳
社長が庄田副町長に「障がい者福祉向上のために」と、寄付目
録を贈呈しました。
　また、６月27日（水）、中島社長は志賀町役場を訪れ、小泉
町長に５万円の寄付金を手渡しました。
　同製作所からの寄付は、平成27年から引き続き４回目です。

　志賀町に100万円の寄付をした高浜町の下池新悟さんに、
６月27日（水）、小泉町長が感謝状を贈呈しました。
　下池さんは、石川県レスリング協会長を務め、レスリング
競技の普及・振興に尽力しています。下池さんは「生まれ育ち、
71年間お世話になったこの町に感謝している。また、町で頑
張っている子どもたちを応援したい」と話し、小泉町長は、「町
の教育振興に役立てていきたい」と応えました。
　また、下池さんは、石川県レスリング協会にも100万円の
寄付をしました。

感謝状を受け取る下池さん

寄付金を手渡す中島社長

㈱NTN 能登製作所が４年連続で寄付
ベアリング製造会社

下池新悟さんに感謝状
子どもたちの教育の振興に

ミリオンスターズの３選手と野球クラブの児童で記念撮影

　６月26日（火）、志賀小学校グラウンドで人権野球教室が行わ
れ志賀学童野球クラブの児童23人が、いじめなどの人権問題と
野球の技術を学びました。
　人権教室では、人権擁護委員による朗読劇が行われ、「相手
への思いやりの心」や「チームワークの大切さ」を学びました。
　野球教室では、石川ミリオンスターズの横山雅弘投手、森
口錬太郎捕手、宮澤和希外野手の３選手が児童のキャッチボー
ルや守備、打撃などの練習に参加。児童は、プロ野球選手を
前に張り切ってプレーしました。

志賀小で人権野球教室
石川ミリオンスターズと人権擁護委員

　６月24日（日）、舘開青年団は、金沢駅もてなしドームで開
催された石川県青年文化祭の郷土芸能の部で、嫁ほめ詞を披
露し、最優秀賞を受賞しました。11月に東京の日本青年館
ホールで開催される全国青年大会に出場します。
　江戸時代から伝わる嫁ほめ詞は、婚礼の席で集まった客が
次々にほめ詞を掛けあい、花嫁をその場に長く留めようとす
る風習で、志賀町無形文化財に指定されています。
　６月28日（木）、舘開青年団は、志賀町役場を訪れ、小泉町
長に喜びを報告。｢全国大会では、石川県の“志賀町ここにあり”
というところを見せて」と激励を受けました。

嫁ほめ詞 全国披露決定
舘開青年団 県青年団文化祭で最優秀賞

県青年文化祭で嫁ほめ詞を披露する舘開青年団員



　７月10日（火）、志賀中学校で、石川県測量設計業協会によ
る測量教室・体験学習がありました。
　測量について学んでもうらうことを目的としたこの出前教
室は、県内で国土地理院の電子基準点が設置されている学校
を対象に行われ、志賀中学校では、今回初めて実施されました。
　測量体験学習では、目標物（体育館）までの水平距離を歩測で、
角度をストローと分度器で測り、その高さを求めました。

志賀中学校で測量教室・体験学習
測量について学ぶ

　７月９日（月）、志賀中学校・志賀高校の生徒が羽咋保護区
保護司会志賀支部の皆さんや補導員・警察官らと共に、町内
のスーパーなどで街頭キャンペーンを行いました。
　街頭キャンペーンに先立ち、役場本庁舎で出発式が行われ、
小泉町長が激励の言葉を送りました。
　「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な
運動で、今年で68回目を迎えました。

志賀中高生が街頭キャンペーン
７月は社会を明るくする運動月間

スーパーで街頭啓発する志賀高生徒

協会員に教わりながらストローと分度器で体育館の高さを求める生徒

　７月５日（木）、大福寺の吉岡チヨさんが100歳を迎え、副
町長や民生委員から祝い金や花束などで祝福を受けました。
　吉岡さんは、娘の夫、福田和人さん宅敷地内で一人暮らし。
新聞や本を読むことが日課で、食事や洗濯など身の回りのこ
とは自分でします。
　福田さんは、「この家に来て８年ほど経つが、普段から体
に気を使っています。以前、白髪が恥ずかしかったのか昆布
をよく食べたことがありました」と体調管理や身だしなみに
気を配る吉岡さんのエピソードを話しました。

大福寺の吉岡チヨさんが 100 歳
いつまでもお元気に。町内18番目の長寿

祝福を受ける吉岡チヨさん

　６月28日（木）、県芸術鑑賞推進委員会の古典芸能鑑賞教室
が文化ホールで開催されました。箏(こと)や尺八、日本舞踊
の講師12人が訪れ、町内中学校の３年生ら157人が邦楽と舞
踊の魅力に触れました。
　楽器や舞踊を体験する時間では、興味のある楽器や、扇子
などの舞踊道具を、実際に演奏したり使用したりしました。
　最後に生徒代表の志賀中３年高橋凜汰さんから「普段はで
きない楽しい体験をさせていただきました」とお礼の言葉を
述べました。

伝統の邦楽・日本舞踊に親しむ
町内中学生が日本の伝統芸能鑑賞

扇子を手に日本舞踊を体験する生徒たち
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ふるさと志賀ふるさと志賀
　   リレーマラソン2018　   リレーマラソン2018

　例年開催していた、志賀町駅伝競走大会は、今年からコースやチーム編成を改め、新たに「ふるさと志賀リレーマ
ラソン」として開催します。
　大会は、小学生の部、中学生の部、一般の部の男女それぞれ計６部門に分かれて行います。チームは４人１チーム、
コースは部門ごとに 1.9km、2.4kmの周回コースです。
　職場、学校仲間、各種団体で奮って参加してください。

【日 時】　10 月８日㊊・㊗　スタート  9:30  予定
【場 所】　志賀町文化ホール（下記コース図とおり）
【距 離】　小学生の部・中学生女子の部
　　　　　　1.9km×４人＝ 7.6km
　　　　　　中学生男子の部・一般の部
　　　　　　2.4km×４人＝ 9.6km

【申込方法】　指定の申込書に必要事項を記入の上、下記
　　　　　　宛先まで申し込みください。

（申込用紙設置場所：志賀町総合体育館、 富来行政
　センター、　志賀町役場３階生涯学習課）

【申込期間】　８月１日㊌～９月３日㊊
【表 彰 式】　各部門１～３位 (副賞 : １位３万相当の商品券など )
　　　　　　大会MVP賞

参加者参加者
募集中 !!募集中 !!

問生涯学習課　☎ 32-9350
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　７月13日（金）、西山野菜集出荷場で志賀産「能登すいか」の
出荷が始まりました。初日は700玉、350ケースのスイカが富
山の中央卸売り市場へ出荷されました。
　この日は、JA職員やJA志賀西瓜部会の生産者が集まりスイ
カの形や大きさなどの格付け基準を確認した後、収穫したス
イカを選別し、次々と箱詰めしました。
　JA志賀西瓜部会の中川信幸部会長は、「今年は、玉つきもよ
く順調な出来。シャリシャリしてさっぱりした甘さで食べや
すい」と話しました。
　志賀産「能登すいか」は、８月中旬まで収穫されます。 志賀産「能登すいか」おいしいよ！

志賀産「能登すいか」初出荷
JA志賀西瓜部会
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志賀高校の存続と活性化のため
志賀町は志賀高校を応援します

レスリング部 射撃部 陸上競技部

青春全開  志賀高校！志賀高校！

今回のナビティーチャー

  坂口 桂穣  教頭

４月に赴任しま
した、教頭の坂口
です。担当教科は
保健体育です。
　平成４年から平
成 15 年までの 11
年間、高浜高校に勤務していたので、
非常に思い出のある学校です。当時
に比べ生徒数は少なくなりましたが、
生徒一人一人を大切にし、地域に愛
され、地域に貢献できる人材の育成
を目指して、生徒の成長に役立ちた
いと思います。

地域から愛され信頼される高校を目指します！

県高校総体レスリング競技
◇団体　優勝（２年連続２回目）
◇個人 51kg 級  優勝　我満 大記（1年）
　　　 60kg 級  優勝　谷内 謙斗（1年）
　　　 65kg 級  優勝　張原 大斗（2年）
　　　 71kg 級  ２位　大垣内 巧（2年）
　　　 80kg 級  ２位　坂本 享也（3年）
　　　 92kg 級  ２位　小林 大輝（1年）
　　   125kg 級  優勝　川田 隼也（2年）

北信越大会
6/16 ㊏～ 17 ㊐志賀町総合体育館
◇団体  ３位
◇個人 51kg 級  ２位　我満 大記（1年）
　　　 60kg 級  ２位　谷内 謙斗（1年）
　　　 65kg 級  ２位　張原 大斗（2年）
　　　125kg 級  ３位　川田 隼也（2年）

全国大会出場全国大会出場
8/4 ㊏～ 7 ㊋三重県津市　メッセウイ
ング・みえ

県高校総体ライフル射撃競技
◇団体　ビームライフル少年男子

立射 60 発競技  第３位
長 一稀 (1 年 )・岡部 祐人 (3 年 )・
濱田 涼 (3 年 )

◇個人　エアライフル少年男子
立射 60 発競技

                 優勝  田中 魁心（2年）
３位  木村 水季耶（2年）
エアライフル少年女子

立射 40 発競技
４位　宮下紗也加（3年）

全国大会出場全国大会出場
8/1 ㊌～ 4 ㊏広島県山県郡　つつがラ
イフル射撃場

県高校総体陸上競技
◇男子ハンマー投   ２位  山本 雷太（2年）
◇女子ハンマー投   ３位  美 日向子（2年）
　　　　　　　　   ５位  澤田 千裕（3年 )

北信越大会
6/14 ㊍～ 17 ㊐福井県営陸上競技場

◇男子ハンマー投　６位  山本 雷太（2年）
◇女子ハンマー投　出場  美 日向子（2年）

全国大会出場全国大会出場
8/1 ㊌～ 3 ㊎三重県伊勢市 三重交通 G
　スポーツの杜 伊勢陸上競技場
◇男子ハンマー投
　山本 雷太（2年）

県高校総体等、輝かしい部活動成績

２年沖縄修学旅行

スクールランチ

キャリア教育

地域との交流学習

6 月 19 日㊋～ 22 日㊎、2年生は 3泊 4日で沖
縄へ行ってきました。国際通りでの自主プラン
を皮切りに、美ら海水族館・もとぶ元気村・首
里城公園・沖縄平和祈念公園・ひめゆりの搭を
観光しました。天候にも恵まれ、友達と過ごし
た沖縄の旅は、最高の思い出になりました！

今年度も、志賀ロータリークラブに加え、志賀町商工会青年部、
PTA の皆さまのご支援を得てキャリア教育を実施し、生徒一
人一人の進路実現に向けた取り組みを行っています。①～⑤

総合学科の福祉系列選択者は、学校内外を問わず様々な形で地域の方々とのふれあい
や交流の機会を活動に多く取り入れています。⑥～⑧

① 3年社会人講座

⑤１年社会人講座

②２・３年
　進路ガイダンス

⑥リハビリ友の会と
の交流

③３年企業見学

⑦手話講習会

④１年クリエイティブ人
材育成事業（ｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪ）

⑧老人クラブ運動会
　運営ボランティア

今年度から志賀町のご支援を受けて
県内高校初のスクールランチが始ま
りました。一食 250 円で、温かくバ
ランスの良い食事で、全校生徒の約
半数が利用しています！

学校現場での働き方の見直しを進めています！


