
　10月13日（土）・14日（日）の２日間静岡県三島市民体
育館で開催された第13回全日本女子オープンレスリング
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
３人が10月24日（水）、志賀町役場を訪れ間嶋教育長に
喜びを報告しました。
　間嶋教育長は「卓球の福原愛選手は、私にとって卓球
は恩人だと言いました。皆さんには、練習をしっかり続
けて将来レスリングは恩人だと言えるように引き続きが
んばって」と祝福しました。

　10月23日（火）、志賀高校のグラウンドでJA志賀が主
催する「スタントマンによる自転車交通安全教室」が開催
され、志賀高校の全生徒126人が自転車交通事故に対す
る危険性の理解を深めました。
　この教室は、自転車事故の未然防止を目的に開催され、
危険な自転車走行に伴って起こる交通事故をスタントマ
ンが実演し、その後、同じ状況下で生徒が安全な乗り方
を体験。生徒たちは事故の衝撃や怖さを疑似体験するこ
とで自転車の交通ルールの遵守を再認識しました。

スタントマンにより再現された自転車事故

（右２人目から）永谷 優來（志賀小５年、5.6 年生の部 33kg 級１位）
水澗 琉奈（志賀中３年、中学生の部 44kg 級    ２位）
岡田 愛生（志賀中３年、中学生の部 48kg 級   ３位）

永谷さん優勝、水澗さん２位、岡田さん３位

スタントマンによる交通安全教室

　10月25日（木）、志賀町弓道協会の大我口純一さん（大
笹）が、石川喜治会長と共に志賀町役場を訪れ、東京の
日本武道館で開催される第２回都道府県対抗弓道大会へ
の出場を間嶋教育長へ報告しました。
　弓道の近的競技は、28m先にある直径36cmの的に向
け矢を放ち競う競技で、９月に行われた県代表選手選考
会では20射中17射が的中し、５人１組の石川県代表正
選手に決定しました。
　間嶋教育長は「日頃の練習の成果を出していただきた
い」と激励しました。

弓道協会の大我口純一さん

間嶋教育長（左）に大会出場を報告する大我口さん（中央）
と石川会長（右）

志賀高生徒が交通ルールの遵守を再認識

全日本女子オープンレスリング選手権大会

都道府県対抗弓道大会へ出場

　10月25日（木）、中華料理店を営む徳野外茂男さん（末吉）
が、東京の明治座で食品衛生功労者厚生労働大臣表彰を
受賞しました。表彰は、食品衛生の普及向上や食品衛生
行政に対する協力などで顕著な功績があった人と施設に
行われています。
　徳野さんは、志賀町食品衛生協会の指導員を30年余り
務め、定期的に町内や羽咋郡市内の飲食店を保健所職員
と共に巡回し衛生指導に尽力してきました。
　長年指導してきた徳野さんは「これからも皆さんには衛
生管理に気をつけていただきたい」と話しました。

徳野さんが厚生労働大臣表彰を受賞
食品衛生指導に尽力

食品衛生功労者厚生労働大臣表彰を受賞した徳野さん
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　10月20日（土）、かほく市で開催された第15回交通安
全高齢者自転車大会で、志賀町とぎ桜貝チームが５回目
の団体優勝を成し遂げました。
　大会には、県内の16チームが参加し、学科試験と実
技で安全運転の知識と技術を競いました。昨年は惜しく
も準優勝でしたが、今年は気持ちを新たにチーム名を「富
来チーム」から「志賀町とぎ桜貝」に変更。結果５回目の
団体優勝を勝ち取り、個人では霊﨑昇一さんが２位に入
賞しました。
　10月31日（水）、メンバーのうち引率責任者の篠田さ
ん、選手の霊﨑さん、石黒さんの３人と羽咋郡市交通安
全協会の寺井康人会長が、志賀町役場を訪れ小泉町長に
優勝した喜びを報告しました。

 （奥左から）篠田覺さん、石黒博さん、服部武雄さん
（手前左から）霊﨑昇一さん、和泉公さん

高齢者自転車大会で５回目の優勝
志賀町とぎ桜貝チーム

祝福を受ける⻆谷たみさん

　10月18日（木）、富来領家町の⻆谷たみさんが100歳を
迎え、入所する特別養護老人ホーム ますほの里で庄田
副町長、民生委員、施設職員などから祝福を受けました。
　⻆谷さんは、好き嫌いなく３食しっかり食べ餅やカボ
チャなどが好物。食べる時は食べる、寝るときは寝ると
自分の生活サイクルをしっかり決め実行することで規則
正しい生活を送っています。
　長男の隆作さんは「100歳を迎えることができたのは
施設の皆さんのおかげです」と話しました。

富来領家町の⻆谷たみさんが 100 歳
いつまでもお元気で。町内で18番目の長寿

　11月５日（月）、富来領家町の藤澤つさんが100
歳を迎え、入所する介護老人保健施設 悠悠で小泉町長、
民生委員、施設職員などから祝福を受け、「ありがとう
ございます」と応えました。
　藤澤さんは、好き嫌いが少なく甘いものが好物。若い
頃は畑仕事に励みながら近所の子どもたちの子守りを引
受け、また裁縫の内職などで家庭を支えました。
　長男の吉朗さんは「８人兄弟の長女であった母は、１番
体が弱いと言われていたが100歳を迎えることができま
した。これも皆さんのおかげです」とあいさつしました。 祝福を受ける藤澤つさん

富来領家町の藤澤　つさんが100歳
いつまでもお元気で。町内 19番目の長寿



祝賀会に参加した皆さん

　11月３日（土・祝）、第86回県下太鼓打競技大会の大関
祝賀会がいこいの村能登半島で開催されました。
　祝賀会は大関が所属する志賀豊年力太鼓保存会が開催。
町内外の各種太鼓団体やその家族など約60人が参加し、
第86回大会の大関に輝いた舟山紳也さんと河野利明さん
を祝福しました。
　大バイの舟山さんは「結成して10年。大関になれて大変
うれしいです」、小バイの河野さんは「大会主催者の高浜
青年団には、100回大会に向けて引き続き運営にがんばっ
ていただきたい」と話しました。

舟山さん河野さんの大関獲得を称える
第86回県下太鼓打競技大会大関祝賀会

１

　11月11日（日）、地震発生による志賀原子力発電所の
事故を想定した石川県原子力防災訓練が行われ、志賀町
からは10地区の住民をはじめ、各地区の自主防災組織、
社会福祉施設の職員、町職員など約1,000人が訓練に参
加しました。
　町災害対策本部や西山台のオフサイトセンターでは、
関係機関をテレビ会議で結び、原子力災害合同対策協議
会全体会議を開きました。自家用車やバスによる避難訓
練では、住民が防災行政無線放送や緊急速報メールで情
報を確認した後、能登町、白山市への広域避難を開始。
発電所から５㎞圏外に住む避難訓練参加者は、途中、能
登空港のスクリーニングポイントを通過し車両の放射線
測定や汚染者への除染などを体験、見学しました。
　また、道路寸断により孤立したと想定された福浦地区
では、自衛隊ヘリコプターや高機動車、民間船による避
難訓練を実施しました。

原子力防災訓練を実施
いざというときに備え

1オフサイトセンターで開かれた原子力災害合同対策協議会全体
会議　2オフサイトセンターでは関係機関の職員が連携して対応
3船舶で避難する住民　4ヘリコプターで避難する住民　5能登
空港では車両除染を実施　6スクリーニングを受ける避難住民

２ ３

４

６５

　10月28日（日）、大福寺区で、大雨による土砂災害を
想定した避難訓練を実施しました。
　訓練には消防団も含め約50人が参加しました。町から
の避難準備情報発令を受けて、区の役員がＩＰ告知端末
のページング放送で広報訓練を実施し、避難時要支援者
宅への声かけや避難支援をしました。次に避難勧告が発
令され、参加者はバスや自家用車で指定避難所の富来小
学校へ避難しました。
　富来小学校では、訓練参加者の避難完了を確認し、環
境安全課職員から避難所の施設説明を受けました。 富来小学校へ避難する大福寺区住民

大福寺区で土砂災害避難訓練
地区の防災意識向上プログラム
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 1 月
お重箱の中に、 お花 ・ 水引 ・ リボンで華やかにアレンジ♪

12 19華のお重箱

土

* 写真はイメージです

ふれあいミニ講座＆クラフト体験

金
1/18 1/19 1/27

日 日

-

1/20

　は　な

　志賀小学校５年生の児童が、音楽
の授業を通して「夕方に聴きたいメ
ロディー」を作曲し歌詞も加えまし
た。志賀町の美しい夕焼け空をイ
メージしており、ふるさとの懐かし
さを感じる曲になっています。
　この曲は11月３日の志賀町文化
祭で４年生が合唱し、初めて披露さ
れました。12月１日からは、しか
チャンニュースで５年生による合唱
を放送し、防災行政無線では17時の
ミュージックチャイムにメロディー
のみ放送されます。

　11月14日（水）、志賀高校で財政教育授業が開催され、志
賀高校３年生34人が町の財政について知識を深めました。
　この授業は、高校生が地元の財政について考えること
で地域の問題を自分がかかわる問題として理解し、地域
への関心・愛着を持つことを目的に北陸財務局主催で志
賀町、志賀高校と連携して開催されました。
　生徒たちは財政の基礎や町の予算について講義を受け
た後、６人ずつに分かれてグループワークをし、住みた
い志賀町となるよう各自テーマを決めて予算を作成、発
表しました。 グループワークをする生徒たち

児童作詞作曲の歌を放送

志賀高生が町の財政を学ぶ

老人クラブ会員にペタンク・ブールを教わる児童たち

　11月13日（火）、志賀小学校４年生95人と志賀町老人ク
ラブの会員23人が志賀小グラウンドでペタンク・ブール
競技を通して交流を深めました。
　ペタンク・ブールは、目的球を目がけて金属のボール
を投げ、全てのボールを投球後、目的球に１番近いボー
ルのチームが得点する競技です。この日は児童が３人１
組のチームに分かれて会員に教わりながら競技しました。
　閉会式で児童たちは「初めてお年寄りとペタンクをして
楽しかった」「ルール説明があるまでわからなかったけど、
実際にやってみて楽しかった」と交流会を振り返りました。

ペタンク・ブールで異世代交流
志賀小４年生と志賀町老人クラブ

自分が住みたい町に向けて

防災行政無線のミュージックチャイムに
12 月１日から

しかチャンニュースでも放送

１  夕日がしずむ   ふるさとの海１  夕日がしずむ   ふるさとの海
　  またあした　   またあした   茜空　  またあした　   またあした   茜空

　　またあしたまたあした 作詞・作曲作詞・作曲
志賀小学校５年生児童志賀小学校５年生児童

２  夕日がしずむ   家族のもとへ２  夕日がしずむ   家族のもとへ
　  またあした　   またあした   笑顔空　  またあした　   またあした   笑顔空
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今月の番組今月の番組
【 １日～】
第14回志賀町文化祭（11月3日開催）
   　前篇  式典・子供舞台・各種展示
   　後篇  舞台アトラクション

第86回県下太鼓打競技大会
（準決勝・決勝・表彰・9月17日開催）

　 想い出の校歌集  第５回
  「稗造第一小学校・稗造小（第二）学校」
【～ 15日 】

富来小学校 校内相撲大会 団体戦
第６回富来歌謡楽友会の集い第１部
【16日 ～】
　 ここどこ？志賀町第７回  「加茂地区」
第 14 回志賀町小・中学校

連合音楽会（11月16日開催）

しかっ子あつまれ !! 運動会リハーサル
　　1～ 15日　高浜保育園
　　1～ 31日　志加浦保育園
　　16 ～ 31日　とぎ保育園

【再放送】
志賀町の文化財「総集編」
　 想い出の校歌集①②③④
　 平成 30 年冨木八朔祭礼

　 しかチャンニュース放送予定
・ミュージックチャイム「またあした」紹介
・能登牛繁殖センターパドック開設
・大福寺区土砂災害避難訓練
・JA志賀が志賀高校で自転車安全教室開催

まちかど巡り  大福寺獅子舞
金沢駅鼓門前で披露

平成30年第４回志賀町議会定例会
（放送時間は変更になる場合があります）

生放送　12月４日㊋10時～
　　　　　　11日㊋10時～
　　　　　　18日㊋14時～
録画放送　12月22日㊏・23日㊐・
　　　　　　　26日㊌・27日㊍

曜日 火・水・木・金 土・日・月
時間 番 組 内 容 番 組 内 容
7:00 　おくやみ情報
7:03 　しかチャンニュース
7:55 北陸電力文字情報

8:00 　今月のお料理レシピ  ＆  志っ賀りヘルス  ＆  志っ賀り体操足若体操 ver.
8:45 北陸電力志賀原だより  ＆  北陸電力文字情報

9:00
【～ 15日】しかっ子あつまれ!!  志加浦保育園
【16日～】しかっ子あつまれ!!  とぎ保育園

【～ 15日】字想い出の校歌集⑤・
　　　　富来小学校校内相撲大会  団体戦
【16日～】志賀町文化祭  前篇

9:55 北陸電力文字情報

10:00
【～ 15日】字想い出の校歌集⑤・
　　　　富来歌謡楽友会の集い  第１部
【16日～】県下太鼓打競技大会

【～ 15日】（再）志賀町の文化財「総集編」
【16日～】志賀町文化祭  後篇

10:55 北陸電力文字情報

11:00 図書館だより

11:20 児童館だより・まちかど巡りほか
11:45 北陸電力志賀原だより  ＆  北陸電力文字情報

12:01【～ 15日】
手志賀町文化祭  前篇

【16日～】小・中学校連合音楽会
【～ 15日】県下太鼓打競技大会
【16日～】しかっ子あつまれ!!  志加浦保育園

12:55 北陸電力文字情報

13:00 　おくやみ情報

13:03 今月のお料理レシピ  ＆  志っ賀りヘルス（志っ賀り体操ロコモ・認知症予防Ver.）

13:28 志っ賀り体操  足若体操ver.
13:55 北陸電力文字情報

14:00 しかチャンニュース・お知らせ・行政情報

14:55 北陸電力文字情報

15:00
【～ 15日】志賀町文化祭  後篇
【16日～】ここどこ？志賀町「加茂地区」

【～ 15日】しかっ子あつまれ!!  高浜保育園
【16日～】県下太鼓打競技大会

15:55 北陸電力文字情報

16:00 図書館だより

16:20 児童館だより・まちかど巡りほか
16:45 北陸電力志賀原だより  ＆   北陸電力文字情報

17:00 　今月のお料理レシピ  ＆  志っ賀りヘルス（志っ賀リ体操リラックス・認知症予防Ver.）

17:25 北陸電力文字情報

17:30 金沢ケーブルテレビ  スペシャル

【～ 15日】富来歌謡楽友会の集い  第１部・
手志賀町文化祭  前篇

【16日～】（再）想い出の校歌集①②③④・
想い出の校歌集⑤・
小・中学校連合音楽会

19:00 　 しかチャンニュース
【～ 15日】志賀町文化祭  後篇
【16日～】ここどこ？志賀町「加茂地区」

19:55 北陸電力文字情報

20:00
【～ 15日】しかっ子あつまれ!!  高浜保育園
【16日～】しかっ子あつまれ!!  志加浦保育園

【～ 15日】（再）　 想い出の校歌集①②③④・
　 想い出の校歌集⑤

【16日～】（再）　 平成30年冨木八朔祭礼

20:45 北陸電力志賀原だより  ＆  北陸電力文字情報

21:00
【～ 15日】児童館だより・

富来小学校校内相撲大会  団体戦
【16日～】　 志賀町文化祭  前篇

 　しかチャンニュース

21:55 北陸電力文字情報

22:00
【～15日】県下太鼓打競技大会
【16日～】志賀町文化祭  後篇

【～15日】児童館だより・
しかっ子あつまれ!!  志加浦保育園

【16日～】　 想い出の校歌集・
しかっ子あつまれ!!　とぎ保育園

22:55 北陸電力文字情報

23:00 　おくやみ情報
23:03 終　了

1212月 の

※
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ビ
に
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る
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・
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定
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な
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す
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※毎月１日と 16 日に番組の入替えを行い、曜日によっても放送時間帯を変えています。
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：一部または全部に字幕入り
：一部に手話入り手

手

ケーブルテレビに関するお問い合わせは
志賀町ケーブルテレビ(情報推進課)

☎ 32-9999
E-mail　jyouhou@town.shika.lg.jp
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【作り方】
①ゴボウは皮をむいてささがきにし、水にさらす。
　えのきたけは根元を切り落とし半分の長さに切る。
　まいたけは食べやすい大きさにほぐす。
　長ねぎは斜め薄切り、ショウガはせん切りにする。

②鍋にサラダ油を熱し、ショウガ、水気を切ったゴ
ボウを炒める。しんなりしたら、まいたけ、えの
きたけ、長ねぎ、牛肉、調味料を加え、10分程煮る。

③そばを器に入れ、そばつゆを注ぎ入れ、牛肉の甘
辛炒めを上にのせる。お好みで七味唐辛子をふる。

2玉

500㏄

120ｇ

60ｇ

30ｇ

30ｇ

1/3本

1/2片

大さじ1

大さじ1/2

小さじ2

小さじ1

お好み

そば（ゆで）

そばつゆ
◎牛肉の甘辛炒め

　牛小間切れ肉

　ゴボウ

　まいたけ

　えのきたけ

　長ねぎ

　ショウガ

　しょうゆ

　酒

　砂糖

サラダ油

七味唐辛子

【材料・２人分】

保健福祉センター栄養士
舘島 紗貴さん

保健福祉センタ 栄養士

牛肉とごぼうの
甘辛そば甘辛そば

牛肉の旨味とごぼうの香りがよく、しっかり味が染みて
います。冬野菜は寒さに耐えるために糖分が多く蓄積さ
れるため、甘みがあり、身体を温める効果があります。
また、免疫力を高めるビタミン類が豊富で風邪予防にも
効果的です。旬の食材で寒い冬を乗り切りましょう！

｛

問企画財政課 ふるさと創生室
　☎32-9301

その 15地域公共交通だより

　①県道や町道、バスの反転箇所などでの違法駐車は絶対にしないでください。スムーズな運行ができなくなります。
　②降雪で竹などの立木が道路に覆いかぶさり、通行障害となった場合、地権者が伐採などの措置を講じることが
　　原則です。予め想定できる箇所は、各区長から地権者に話し、対処をお願いします。
　③降雪や凍結などで道路状況が危険な場合、運行ルートを変更することがありますので、予めご了承ください。
　　また、ダイヤが遅れることもありますので、みなさまのご理解・ご協力をお願いします。

12 月 31 日まで一部区間除き運行し、平成 31 年１月１日～３日の期間は全線運休となります。なお、１月４日か
ら一部区間を除き通常ダイヤで運行します。

● 12月 20 日から平成 31年２月 28日まで一部バス停を以下のとおり変更します。
　①五里峠北、五里峠南 → 運休対応（田原、牛ケ首バス停を利用ください）
　②栢木、栢木口 → 運休及び臨時バス停対応（249 号線沿いに設置します）
　③ロイヤルシティ → 運休および臨時バス停対応（旧ロイヤルシティバス停を利用ください）
　④田中、下和田 → 運休および臨時バス停対応（大西、旧和田新橋バス停を利用ください）
　⑤大笹波 → 雪・凍結などにより安全運転確保が困難な場合は、大笹波バス停には停車しません。
　　　　　　　（玄徳岬バス停を利用ください）
●花のミュージアム「フローリィ」の冬季閉館（12月 25 日から平成 31年３月 22日）に伴い、 
　志加浦線上り第２便 および下り第１便の到着は「アリス館志賀バス停」となります。

冬期間のコミュニティバスの一部バス停の変更について

年末年始におけるコミュニティバスの運行について

積雪時のコミュニティバス運行にご協力を！

）

139cal
塩分 1.1g
【１人分】

牛牛

効果的です。旬の食材で
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問 石川県立志賀高等学校
　☎ 32-1166　FAX 32-9077

No.20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

福井しあわせ元気国体 2018
レスリング競技
〇少年男子フリー
スタイル 65kg 級

　第５位入賞
　張原 大斗 (2 年 )

県高校新人体育大会レスリング競技
〇学校対抗戦　優勝（３連覇）
〇個人 51㎏級 優　勝 我満 大記（1年）

65㎏級 優　勝 張原 大斗（2年）
71㎏級 優　勝 谷内 謙斗（1年）
80㎏級 優　勝 大垣内 巧（2年）
92㎏級 優　勝 小林 大輝（1年）
125㎏級 優　勝 川田 隼也（2年）

※全員、長野県上田市で行われる全国高校
選抜レスリング北信越大会に出場します。

県高校新人体育大会陸上競技
〇男子ハンマー投
第２位　山本 雷太（２年）北信越大会出場

〇女子ハンマー投
優　勝　美 日向子（２年）北信越大会出場
第４位　向永 美月（２年）北信越大会出場

北信越高校新人陸上競技大会
〇男子ハンマー投
第４位　山本 雷太（２年）50m89cm

校内マラソン大会

志賀高オープンスクール

ナビティーチャー

輝かしい部活動成績

第 10 回志賀高祭第 10 回志賀高祭（体育祭・文化祭）（体育祭・文化祭）

陸上競技部レスリング部

青春全開  志賀高校！志賀高校！
　第 10 回志賀高祭は、９月 28 日（金）体育祭、29 日（土）文化祭の日程で行いました。体
育祭は、生徒会執行部が中心となって考えた競技種目を、「普通科」対「総合学科」の学科対
抗戦で競いました。結果は、接戦を制した「総合学科」が４連覇を達成しました。また、文
化祭は、「ＬＡＳＴ～平成最後の夏 半端ないって！～」のテーマで行いました。ステージ発
表では、志賀町手話サークルのメンバーを初めてお招きし、１年生音楽選択者による合唱や２・
３年生福祉系列による手話うたの披露の他に、クラス代表による「私の一冊」総選挙 2018
を行いました。台風 24 号接近に伴う天候を考慮して、校舎内での模擬店や展示となりまし
たが、地域住民ら多くの方々に来校していただき、大変賑やかな文化祭となりました。

　10 月 23 日（火）、大島キャンプ場
をスタートして自転車道を往復男子
7.8km、女子 5km の校内マラソン大
会を行いました。終了後は PTA 母親
委員による恒例の豚汁が振る舞われ
ました。

　11 月 3 日（土）志賀高オー
プンスクールを開催しました。

石川ベンチャー倶楽部会員６名を講師
としてお招きし、「夢の実現に向けて」
を演題としたパネルディスカッション
を行いました。「働くということ」の
意義を若き起業家の経験からお話しを
いただき、常に情熱を持って挑戦する
ことや、人を喜ばせ、人生をワクワク
することの大切さをわかりやすく教え
ていただきました。

 
　アンジェロ・マーシャル　外国語指導員 
My name is Angelo Marshall.  I am 28years old and am 
from Oklahoma in America.  I am very excited to be able 
to teach at both Shika high school and Hakui technical 
high school.  So far I have enjoyed meeting many 
wonderful Japanese people and have been able to learn 
more about the Japanese culture and way of life.  I look 
forward to learning more during my time in Japan.
　アンジェロ・マーシャルと申します。
アメリカ、オクラホマ州出身の 28 歳で
す。志賀高等学校と羽咋工業高等学校で
教えることができて、とてもワクワクし
ています。これまで、たくさんの素晴ら
しい日本人と出会い、日本の文化や生き
方を学んできました。日本でさらに多く
のことを学ぶのが楽しみです。

学校現場での働き方の見直しを進めています！学校現場での働き方の見直しを進めています！

地域から愛され信頼される高校を目指します！地域から愛され信頼される高校を目指します！

1前期生徒会役員　2玉入れ　3騎馬戦　4茶道部による「お茶会」　5大縄跳び　6１年
生音楽選択者による合唱　7タイヤ奪い　8「私の一冊」総選挙 2018　9模擬店の様子
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