
納期限：10月31日㊌
・町県民税（３期）

・国民健康保険税（４期）

・後期高齢者医療保険料（７期）

・介護保険料（４期）

ＳＨＩＫＡ     ＴＯＷＮ
ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＫ

情     報
パーク

今月の納税

てんと市

◆日　時　10月23日㊋
 8:30 ～ 11:00

◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　☎32-9290

結婚を希望する人へ
「しかまちむすび」

　結婚を希望する人の出会いをサ
ポートする「しかまちむすび」では
随時、相談会を行っています。
　土曜日・日曜日も対応します。
　対象は、志賀町で結婚を希望
する20歳以上の独身の人および
そのご家族です。個別相談とな
りますので事前予約が必要です。

問企画財政課ふるさと創生室
　☎32-9301

催し物催し物

花のミュージアム フローリィ

★こけ玉教室
◆日　時　10月７日㊐10:30~11:30
◆参加費　1,500円（税込）
　　　　　　（先着22名様、電話予約可）

★フラダンスショー
　フラチームのハウオリマカマカ
によるフラダンス
◆日　時　10月８日㊊㊗

①11:00~ ②14:00~

★フローリィ deフリマ
　本年２回目のフリーマーケット
を開催
◆日　時　10月28日㊐9:30~16:00

問花のミュージアム フローリィ
　　☎32-8787

お知らせお知らせ

町内交通事故・火災発生状況
（平成30年９月１日現在）

平成30年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 20件 ６

負傷者数 25人 ３

死 者 数 １人 ０

火 災

建 物 １件 △１

林 野 ０件 △２

そ の 他 １件 △２

負傷者数 ０人 △１

火災などの問い合わせは･･･☎22-2999

社会福祉協議会
からのお知らせ

日本赤十字社石川県支部にご加
入いただきました
◆坂元　勲 様（西海風無）　特別社員
問志賀町社会福祉協議会

　☎42-2545

善意の花善意の花

石川県最低賃金の改正

時間額　806円　
（改正発効日　平成30年10月１日）

　石川県最低賃金は、パートタイ
マー・アルバイトなど雇用形態を
問わず、石川県内で働くすべての
労働者に適用されます。
　使用者は、これより低い賃金で
労働者を使用することはできま
せん。

　詳しくは･･･

問石川労働局　☎076-265-4425

石川県最低賃金

羽咋にあつまれ！
みんなで楽スポ！

　誰でも楽しく、気軽にできる
新しいレクリエーション（中能登
町、氷見市のご当地スポーツ）を行い
参加者全員で交流をはかります。 

◆日　時　10月27日㊏
　　　　　受付12:30 開始13:00~
◆場　所　羽咋体育館
◆参加費　300円
◆申込み　先着30人
　　　　　10月12日㊎締切り

問申 羽咋市青年団協議会
　　e-mail:hakuishiseikyou@

yahoo.co.jp
　　☎080-1954-7691

・新築住宅を取得
　した人に奨励金

・空き家を取得し
　リフォームした
　人に助成金

・民間賃貸の
　家賃助成

金金金金金

最高
月額２万円！

最高

100万円！

・Ｉターン者

10万円！・新規学卒者

最高

170万円！

20万円！

20万円！

・Ｕターン者

問企画財政課 ふるさと創生室
☎ 32-9301

志賀町に移住した人へ

移住し就業した人へ

富来病院からのお知らせ

　10月１日から地域包括ケア病床
を開設します。
　治療、リハビリ、退院支援を目
的とした人が対象になります。詳
細は次号に掲載します。

問富来病院 地域連携室
　☎42-1122

広報しか
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マンホールカード絶賛配布中！

　カード型下水道広報パン
フレットのマンホールカー
ドを配布しています。１人
１枚の無料配布で、役場以
外での配布や郵送配布をし
ないことがルールとなって
います。すでに100人を超
える全国のマンホールファ
ンの来庁があり、絶賛され
ています。配布を希望する
人は役場まち整備課上下水
道室までお越しください。

問まち整備課上下水道室　☎32-9251

下水道が共用開始された地区で、未だ接続され下水道が共用開始された地区で、未だ接続され
ていない人は早急な接続をお願いします。ていない人は早急な接続をお願いします。
みんなで快適な環境づくりをしましょうみんなで快適な環境づくりをしましょう。。

問まち整備課上下水道室　問まち整備課上下水道室　☎☎32-925132-9251

下水道の接続を下水道の接続を
お願いしますお願いします

水道管が古くなっていませんか

○町の取り組み
　町水道事業では配水管などの水道管が布設されてか
ら年数が経過し、老朽化による破損が原因で、漏水が
多発していることから、順次計画的に、老朽管の更新
を行っています。

○家庭での取り組み
　同様に、家庭の給水管でも漏水の可能性があります。
各自で点検し、劣化があれば早期に修繕してください。
　特に、過去に漏水修繕している給水管は、過去の漏
水箇所以外でも破損する可能性が大きいので、注意し
てください。漏水すると、使用水量が多くなり料金が
高くなることはもとより、貴重な水道水が大量に失わ
れます。配水池の水位が低下し、近隣の皆さまにも
断水や水圧低下などにより迷惑
をかけることにもなりますので、
ご理解をお願いします。

問まち整備課上下水道室
　☎32-9241

志賀町職員募集
（理学療法士または作業療法士）

職 種 人 数 受 験 資 格

理学療法士
または
作業療法士

１名程度
昭和54年４月２日以降に生ま
れた人で、理学療法士または
作業療法士の免許を有する人

※平成 31 年４月採用の募集は終了しました。

◆試験期日 11 月１日㊍
◆試験会場  志賀町役場本庁舎
◆試験科目 作文・面接試験（予定）

◆必要な書類 ①申込書（随時・規定用紙）　②身上
調書（規定用紙）　③最終学校の卒業
証明書　④写真１枚（縦４㎝×横３㎝）
※身上調書に貼付　⑤資格免許の写し
※書類①・②の交付は、志賀町役場総務課、
富来支所、町立富来病院事務室、郵便およ
びホームページで取り扱いします。
志賀町ホームページ
http://www.town.shika.lg.jp

◆提出期限 10 月 15 日㊊　17:00 必着

◆提出方法 志賀町役場総務課へ提出すること。
郵送による提出の場合は、封筒の表
に「職員採用試験申込書」と朱書きし、
簡易書留で郵送すること。

問総務課　総務人事担当　☎ 32-9311

　志賀町では、富来病院に勤務する理学療法士または
作業療法士を募集します。

障害者就労支援セミナー
～今日から始める就職活動～

　羽咋郡市障害者自立支援協議会生活就業部会では
「働くとは」「社会人常識」「就職力アップ」などを目
的とした就労支援セミナーを開催します。障害を持
ちながら就職を目指す仲間と一緒に、就職に向けた
はじめの一歩を踏み出すためのセミナーです。皆さ
まの参加をお待ちしています。

◆日 　 時　〔１日目〕11月19日㊊13:30~15:30
〔２日目〕11月26日㊊13:30~16:30

◆会 　 場　羽咋すこやかセンター（羽咋市鶴多町）
◆対 象 者　羽咋市、志賀町、宝達志水町に住み、就

職を希望している障がいのある人（※一般
求職者の参加は不可）

◆定 　 員　20人（先着順）
◆締 切 り　10月19日㊎17:00
◆申込方法　参加を希望する人は、利用している事業

所、支援者、または志賀町健康福祉課ま
で事前にお申し込みください

　問健康福祉課   ☎32-9131申

広報しか
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高齢者インフルエンザ予防接種について

　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
ので、接種を希望する人は、流行する前に接種するこ
とをお勧めします。

◆接種期間　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
器等重度障害を有する人（身体障害1級程
度）

　　　　　　※対象の人には接種券を送付します。
◆自己負担　1,300円（生活保護世帯は無料）
◆接種方法　９月末に送付した案内をよく読み、医療

機関へ予約をしてから受診してくださ
い。（昭和28年11月から12月生まれの人は誕生月
の前月に送付します）

問志賀町保健福祉センター   ☎32-0339

石川県ドクターヘリの運航を開始

行政相談週間 10 月 15 日㊊～ 21日㊐

　ドクターヘリとは、救急医療に必要な機器、医薬品
を装備し、医師、看護師が同乗し救急現場などに向か
い、救急現場などから医療機関に搬送するまでの間、
患者に救命医療を行うことのできる専用のヘリコプ
ターです。
　石川県では、県立中央病院を基地病院として、９月
24 日㊊から運航を開始しました。

　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・要望などを受け付け、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、石川行政評価事務所で受
け付けていますので、気軽にご利用ください。

■志賀町の行政相談委員
西方政章さん（中山）☎ 47-1530
土田善博さん（舘）☎ 36-1826
■行政苦情 110 番　☎ 0570-090-110（全国共通）
問総務省行政相談センター  きくみみ石川
　（石川行政評価事務所）　☎ 076-222-5232

問石川県立中央病院　☎076-237-08211

学校、公園、運動施設の周辺に
住んでいる人、施設利用者の皆さまへ　

　これらの施設の多くは、ドクターヘリと救急隊が合
流し、救急患者を引き継ぐ場所「ランデブーポイント」
に指定されています。
　ヘリの離着陸に伴い、ヘリからの強い吹き下ろし（ダ
ウンウォッシュ）や騒音が発生します。離着陸に際して、
消防機関が現場で安全確保（人や車両が近づかないか、ダ
ウンウォッシュや飛散物により周辺に危害を及ぼさないかな

ど）を行いますので、現場には近寄らないようにする
とともに、必ず消防隊員の指示に従ってください。
　また、吹き飛ばされやすいものは室内にしまって、
窓を閉めてください。
　ドクターヘリの円滑な運航のため、皆さまのご理
解・ご協力をお願いいたします。

地域生活支援拠点等整備に向けた研修会

　障害者の高齢化・重度化・親亡き後を見据えた地域
づくりを進めていくことが求められています。
　そうした人々が安心して地域で暮らしていくための
「安心づくり」の研修会を開催します。皆さんで「安心の
地域づくり」を考えてみませんか？
　たくさんの方のご参加をお待ちしております。

◆日 時　10月26日㊎ 14:00 ～ 15:30
◆場 所　羽咋市役所４階401会議室

◆講 師　石川県障害保健福祉課
企画推進グル―プリーダー　辻野 賢司 氏

◆対 象 者　羽咋郡市内の障害福祉サービス事業所・
介護保険サービス事業所の職員、当事者、
ご家族、その他どなたでも

◆締 切 り　10月12日㊎17:00
◆申込方法　参加を希望する人は、志賀町健康福祉課

まで事前にお申し込みください
問申 健康福祉課　☎32-9131
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不審な船、人を見つけたら
羽咋警察署まで連絡を

河川でサケを採らないで

行政書士無料相談会

不審な船とは
◆ 漁具を積載せず、漁をする気配
のない漁船

◆ 夜間、無灯火で航行したり、沖
合で停泊 している船

◆ 沖合で大勢の人を乗せ替えして
いる船

不審な人とは
◆ 深夜・早朝に漁港や海岸付近を
徘徊、片言の日本語で道を尋ね
る人

◆ 漁港や海岸線を調べたり、理由
もなく船を借り上げたりする人

◆ 駅やバス停などでウロウロして
いる挙動不審な人

問羽咋警察署 警備課   ☎22-0110

　河川での「サケ」の捕獲は、水産
資源保護法により禁止されていま
す。違反すると１年以下の懲役ま
たは50万円以下の罰金に処され
る場合がありますので、ご注意く
ださい。
　産卵のため、生まれた川に帰っ
てきたサケの資源保護にご協力を
お願いします。

問石川県農林水産部水産課
　☎076-225-1652

　相続、遺言、契約、会社設立、
各種許可申請の手続きなどさまざ
まな相談についてお答えします。

○電話による無料相談
◆日　時　10月５日㊎～７日㊐

10:00 ～ 16:00
電話　076-268-9110
○面談による無料相談会
◆日　時　10月７日㊐

10:00 ～ 16:00
◆場　所　アル･プラザ鹿島

１階中央イベント広場

問石川県行政書士会
　☎076-268-9555

第14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。

【文化祭プログラム】  11月３日㊏㊗　9:30 ～（富来活性化センターにて）
9 :30 ～　記念式典（志賀町功労者表彰など）

10:30 ～　ジュニア芸能アトラクション（小・中学生など）

13:00 ～　芸能アトラクション（文化協会）

問生涯学習課　☎32-9350

行　事 日　時 会　場 備　考

文化展示 11月２日㊎
～４日㊐

富来活性化
センター

文化協会、一般応募など
作品展

文化祭
記念式典など 11月３日㊏㊗ 式典、芸能アトラクショ

ンなど

平成 31年度 放課後児童クラブ入会申請のご案内

　保護者および祖父母が仕事などの理由により日中家に不在で、学校の
放課後や長期休業期間に養育することが困難な家庭の児童を対象に、家
庭に代わって安心して過ごすための「生活の場」として、志賀・富来の
両地区に放課後児童クラブを設置しています。
　平成 31 年度の入会受付を開始しますので、入会を希望する人は申請
書を各放課後児童クラブへ提出してください。
　申込み期限終了後は、特別な理由がない場合、入会の希望に沿えない
事がありますのでご了承ください。

◆対 象 学 年　小学校１年～６年生
◆負 担 金　保 育 料　6,000 円（児童 1人月額）
　　　　　　　　　おやつ代　2,000 円（児童 1人月額）
　　　　　　　　　保 険 料　　800 円（児童 1人年額）

◆申 請 書　新１年生：保育所などから配布。または、就学時健診時
に配布。

　　　　　　　　　１～５年生：学校から配布
◆提 出 期 限　10 月 31 日㊌
◆入会の優先順位　入会基準を満たしている児童について、以下の順で入

会を承諾します。
①低学年の児童
②学年が同じ場合…保護者の勤務日数や時間、近隣の

親族の有無などを考慮し、優先順
位を決定します。

志賀放課後児童クラブの児童 富来放課後児童クラブの児童

問志賀放課後児童クラブ（志賀小学校に隣接）☎32-0384
問富来放課後児童クラブ（富来小学校校舎内）☎42-0113
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「全国一斉！法務局休日相談所」
＆境界トラブル相談所」開設

　法務局職員、人権擁護委員、司法書士、土地家屋調
査士、公証人が登記・戸籍・国籍・供託・人権などに
関する相談に応じます。
　また、相談所の開設に併せて「暮らしに役立つ講演会」
を開催します。相談および講演会ともに無料ですが、
予約が必要です。（予約は10月５日㊎まで）

◆日 時　10月７日㊐ 10:00 ～ 15:00
◆場 所　石川県地場産業振興センター（金沢市鞍月）

相談会場：コンベンションホール（新館１階）
講演会場：第13研修室（新館５階）

◆相談内容　隣地との筆界に関する相談
相続の登記や抵当権の抹消登記に関する相談
遺言・後見など公正証書に関する相談
地代・家賃の弁済に関する相談

◆講演内容　第１部 10:30~11:30
「遺言と相続  ～相続のこと考えてみませんか～」
第２部 13:00~14:00
「～境界の心配はありませんか～  筆界特定制度」

問申  金沢地方法務局総務課　☎076-292-7813

  平成30年全国地域安全運動平成30年全国地域安全運動

地　域　安　全　ニ　ュ　ー　ス
ハク太郎ハク太郎ハク太郎ハク太郎ハク太郎郎ハク太ハク太郎ハク太ハク太郎郎郎

羽咋警察署  ☎ 22-0110・羽咋郡市防犯協会連合会  ☎ 22-4970

　10月11日（木）から20日（土）まで全国地域安全運動
が実施されます。
　警察では、防犯協会や関係機関・団体・ボランティ
アの皆さんと連携して、安心して暮らせる社会を実現
するために、地域安全を推進します。皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

●子どもたちを地域ぐるみで守りましょう！
　声掛けやつきまといなどの子供や女
性が被害者となる犯罪に注意しましょ
う。不審者や不審車両を見かけたら警
察へ速やかに連絡してください。

●鍵をかけましょう！
　住宅・自動車・自転車に鍵をかけましょう。「鍵かけ」
は誰にでもできる簡単な防犯対策です。「鍵かけ」の習
慣をつけましょう。

●特殊詐欺などにご注意ください！
　コンビニ決済、電子ギフトカードで支払わせる手口
もありますので、注意しましょう。不審な電話やハガ
キにだまされないようにしましょう。

しょう！

10 月１日～７日は「公証週間」

　大切な契約書や遺言などについて、法務大臣によっ
て任命された公証人が公文書である公正証書を作成
し、トラブル防止を図る制度です。
　公正証書には紛争を未然に防止する機能があり、内
容によっては判決と同じく強制執行をできる力が認め
られています。

●相続人間の争いを未然に防ぐ遺言公正証書
　売買・貸借・示談などいろいろな契約における約束ご
とを書面にする場合に公正証書は利用されますが、その
ほか遺言を公正証書にしておくことが挙げられます。

●老後に備えて任意後見契約公正証書
　判断能力が不十分な状態になったときのために、生
活、療養看護、財産管理の事務を家庭裁判所の選んだ
後見監督人のチェックを受けながら代理してくれる人
をあらかじめ選んでおけるので安心です。

●電子公証制度が利用しやすいものとなりました
　指定公証人による電子公証の業務サービスをより多
くの皆さまに利用いただけるようになりました。

★詳しくは･･･
日本公証人連合会のホームページ 

 http://www.koshonin.gr.jp/
◎無料公証相談所開設！！
◆日 時　10月１日㊊～５日㊎ 9:00 ～ 17:00
◆場 所　七尾公証役場（藤橋町戌部26-1）

問七尾公証役場　☎0767-52-6508

肝臓に関する講演会

　ウイルス性肝炎（B型・C型）に関する講演会と個別相談
会を開催します。お気軽に参加してください。
◆日　時　11月１日㊍

10:00~（受付9:30 ～）
◆場　所　石川県能登中部保健福祉センター
　　　　　　　　　　　　　　２階ふれあいルーム
◆内　容　○講演会（10:00 ～ 11:00）
　　　　　　「知っておきたい肝臓のはなし
　　　　　　～ウイルス肝炎の治療について～（仮題）」
　　　　　　講師　恵寿総合病院

内科科長　宮森弘年  先生
　　　　　○個別相談（11:00 ～ 12:00、要予約、先着受付）
　　　　　　希望する人には、医師による個別相談を

受け付けします。
　　　　　　検査データやお薬手帳などを持っている

人は持参してください。

問石川県能登中部保健福祉センター健康推進課
☎0767-53-2482
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相談 ・お知らせ

相 談 内 容 日　　時 場　所 問い合わせ先 備　考

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

10 月 ４日㊍
11日㊍
18 日㊍
25 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）
※クレサラ相談は初回無料、負
担困難で法律援助資力基準に
該当すれば無料。（回数制限有）

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、
　　　　生活相談支援員

<富来地域 >
 10 月 10 日㊌
（司法書士：午前のみ）

10:00～ 15:00

富来行政センター 
２階 201・202
会議室

志賀町社会
福祉協議会
☎ 42-2545

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。
※志賀地域の行政相談委員は
　奇数月のみです。

<志賀地域 >
 10 月 12 日㊎
（司法書士：午後のみ）

役場本庁舎
１階11会議室

志賀町社会福祉
協議会志賀支所
☎ 32-1363

障害者福祉相談 10 月 10 日㊌ 13:30～ 15:30 役場本庁舎
相談室 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 8:30 ～ 17:15 役場本庁舎

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。

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

10月25日㊍ 10:00～ 15:00 役場本庁舎
相談室

住民課
☎ 32-9122

就職・貸付金のことなど、
なんでも。

無料法律相談
（予約制・先着８人）

10月29日㊊ 9:30 ～ 15:30 役場本庁舎
相談室

住民課
☎ 32-9121

対　象：住所が志賀町の人
相談員：國田武二郎弁護士
相談時間：１人 30分
予約先：住民課または支所

しかまちむすび
結婚相談

随時（土・日曜日対応可。予約
時に申し出ください）

役場本庁舎ほか
（予約時にお知ら
せします）

企画財政課
ふるさと創生室
☎ 32-9301

個別相談のため要予約。
相談無料。

■ 窓口延長業務　　　問住民課　☎ 32-9121
日　　時 内　　容

10月　６日㊏・13日㊏
　　20日㊏・　27日㊏ 9:00 ～ 12:30

住民票・戸籍・印鑑証明
などの発行・マイナンバー
カード交付業務

■ 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13日㊏
（第７回）

10月　３日㊌ ~
10月　12日㊎

原田 洋子さん ごみを出さない工夫と布の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）

 10月６日㊏
（第７回）

９月26日㊌ ~
10月　５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びます。
参加費：1,000 円、持ち物：エプロン、三角巾、箸

 11月10日㊏
（第８回）

10月31日㊌ ~
11月　９日㊎

■ 町長談話室　　　 問総務課　☎ 32-9311
日　　時 場　所

10月31日㊌ 13:30 ～ 15:00 役場本庁舎

※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。
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健康カレンダー　掲示板

乳幼児健康診査乳幼児健康診査
内　容 実施日 対　象 場所

４カ月児健診 10月４日㊍ 平成30年６月生まれ
児

１歳６カ月児健診 10月18日㊍ 平成29年３月～
４月生まれ

【受付時間】４カ月児健診　　　13:15 ～ 13:45
１歳６ヶ月児健診　13:15 ～ 14:00

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

10月４日㊍

乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

15:00 ～
15:30 児10月18日㊍

ゆう遊クラブ
10月９日㊋ 10:00 ～

11:3010月23日㊋ 富

遊びの教室 10月１日㊊ お子さんの発達に不
安を感じている人

14:30 ～
16:30 児

※すくすく子育て相談を希望する人は、事前に相談内容をご連絡ください。
※ゆう遊クラブ：９日は「リズムヨガ」、23日は「手作りおもちゃを作ろう！」です。
※遊びの教室に参加希望の人は、事前に予約が必要です。相談内容をご連
絡ください。
※保健福祉センターの改修工事に伴い、〈げんキッズ広場〉は平成 31 年６
月 30 日までお休みします。

すくすく子育てすくすく子育て

健 康 相 談健 康 相 談
内　容 実施日 対　象 時　間 場所

いきいき健康相談 毎週金曜日
どなたでも

10:00 ～11:30 志

こころの健康相談 10月19日㊎ 13:00 ～14:00 役場

※いきいき健康相談を希望する人は、事前に連絡のうえ、健診結果もしく
は血液検査結果を持ってきてください。

※こころの健康相談は、１週間前までに予約が必要です。

機機  能能  訓訓  練練
教室名 実施日 対　象 時　間 場所

リハビリ教室
毎週月曜日
（祝日は除く）

脳卒中後遺症者
などで日常生活
が概ね自立してい
る人

10:00 ～
13:00

活

毎週金曜日 志

※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。

教室名 実施日 時　間 対　象 場　所

鶴亀
おたっしゃ
教室

10月11日㊍
10月25日㊍

10:30
～
11:30

65歳以上の人

やすらぎ
荘

志賀
健幸教室

10月３日㊌
10月10日㊌
10月17日㊌

10:00
～
11:30

シルバー
ハウス

いきいき
貯筋倶楽部

毎週火曜日 13:30
～
14:30

志賀町立
図書館２階

毎週月曜日 富
※鶴亀おたっしゃ教室、いきいき貯筋倶楽部は、介護予防体操をします。

介護予防介護予防

問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

　《実施会場》
　児 ：志賀町児童館横　　　　　 富 ：富来保健福祉センター
　　　（旧放課後児童クラブ）
　志 ：志賀町保健福祉センター　 活 ：富来活性化センター
　　　（志賀町地域交流センター内仮事務所）

女性がん検診（集団・個別検診）女性がん検診（集団・個別検診）

【集団検診】
＊集団検診用受診券と検診費用をご持参ください。クーポン券対象年齢の
人は、クーポン券をご持参ください。

【個別検診】
＊ 12 月まで、協力医療機関で受診できます。事前に保健福祉センターに
申し込みが必要です。

＊クーポン券対象年齢の人は、無料で受診できます。クーポン券を忘れず
に提示してください。

内　容 対象者 集団 個別

子宮頸がん
検診

20歳以上（平成 11年３月 31 日
以前生まれ） 500円 1000円

21 歳（平成 9年４月２日
～平成 10年４月１日生まれ） 無　料

乳がん検診

40歳以上（昭和 54年 3月 31 日
以前生まれ） 500円

41 歳（昭和 52年４月２日
～昭和 53年４月１日生まれ） 無　料

骨粗鬆症
検診

平成 31年３月末までに 20･
25･30･35･40･45･50･55・
60･65･70 歳に到達する人

無料

内　容 実施日 受付時間 場　所

夜間検診

10月10日㊌

18:30 ～ 19:30

活

10月17日㊌ 役場

10月24日㊌ 活

10月31日㊌ 役場

土曜検診
10月20日㊏

9:00 ～ 10:00
活

10月27日㊏ 役場

集団健診・がん検診（日曜検診）集団健診・がん検診（日曜検診）
内　容 実施日 受付時間 場所

特定健診・がん検診等
10月14日㊐

8:30 ～10:30
役場

10月21日㊐ 活

【対象者など】

*特定健康診査（志賀町国保加入者）

*健康診査（後期高齢被保険者・30 歳代の国保加入者）

*大腸がん検診・肺がん検診（40 歳以上の人）

*胃がんリスク検査（40、45、50、55、60、65、70、75 歳の人）

*胃がん検診【胃バリウム検査】（40歳以上の人）ただし、平成 29年度に胃
がんリスク検査を受診した人は、個別通知をご覧ください。

*前立腺がん検診 ( 51、56、61、66、71 歳の男性 )

*肝炎ウイルス検診（ 40、41、46、51、56、61 歳の人）

*緑内障検診（ 50、55、60、65、70 歳の人）
*大腸がん検診：集団検診会場のほか、保健福祉センター、富来支所で検

査容器を発行します。費用は 300 円です。
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