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情     報
パーク

納期限：７月31日㊊
・固定資産税（２期）

・国民健康保険税（１期）

・後期高齢者医療保険料（４期）

・介護保険料（１期）

今月の納税

催し物催し物

町内交通事故・火災発生状況
（令和元年６月１日現在）

平成31年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 ８件 △４

負傷者数 10人 △３

死 者 数 ０人 △１

火 災

建 物 ２件 ２

林 野 ０件 ０

そ の 他 １件 ０

負傷者数 ０人 ０

火災などの問い合わせは･･･☎22-2999

お知らせお知らせ

てんと市

◆日　時　７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

善意の花善意の花
社会福祉協議会
からのお知らせ

◆志賀町赤住の又谷 清治様より社
　会福祉向上に役立ててと
　　　　　　　　　　　　5,000円

◆日本赤十字社石川支部にご加入
　いただきました

　橋野久美代 様 （里本江） 特別社員

  問 志賀町社会福祉協議会
　　☎42-2545
  問 志賀町社会福祉協議会
　　志賀支所　　　　　
　　☎32-1363

志賀町富来郷戦没者
合同追悼式・殉職船員慰霊式

◆日　時　７月12日㊎10:00 ～
◆場　所　富来活性化センター

大ホール
問 富来支所　☎42-1111

志賀町の情報公開

　平成30年度の志賀町情報公開条
例の運用状況を公表します。

情報公開請求件数 　13 件

公開件数 　９件

　
　

全部公開件数 　５件

部分公開件数 　４件

非公開件数 　４件

非公開件数 　１件

不存在等件数 　３件

取り下げ件数 　０件

審査請求件数 　１件

問総務課　☎ 32-9311

「年金ポータル」のご案内

　年金について知りたいことがす
ぐに探せる「わたしとみんなの年
金ポータル」を厚生労働省が開設
しました。
　年金について、専門用語を出来
るだけ用いずに、図やイラストを
使って説明しています。日常生活
に合わせたテーマや、制度の仕組
みについてのリンク情報も充実し
ています。ぜひご利用ください。

 
 
問 住民課国民年金係 ☎ 32-9013

  年金ポータル

下水道排水設備工事責任技術者
認定試験のお知らせ

◆ 日　時　10月23日㊌
　　　　　　13:30～ 15:45

◆ 会　場　石川県地場産業振興センター
◆ 申込受付

　　　　７月22日㊊～８月２日㊎
 ◆ 実施機関　石川県下水道協会

 問まち整備課 上下水道室　
　☎32-9251

志賀町土地改良区
からのお知らせ

　今年度、賦課金の納入期限は、

　　７月19日㊎です。
　口座振替の人は、７月19日に指
定口座から引き落としします。
　現金払いの人は、納入期限まで
に志賀町土地改良区または、町内
各金融機関へ納入をお願いします。
　なお現在、現金払いの人は、口
座振替への変更に、ご協力お願い
します。ご連絡いただければ所定
用紙を送付いたします。

問 志賀町土地改良区
    （志賀町役場２階）　☎32-3851

蚊媒介感染症

　デング熱やジカ熱は、ウイルス
をもった蚊を介して感染します。
蚊が発生しやすい場所で活動した
り、デング熱やジカ熱の流行地に
渡航する際には、蚊に刺されない
ように注意しましょう。
＜予防のポイント＞
    ・長袖シャツ、長ズボンなどを
       着用し、肌の露出を避けましょ
       う。
    ・素足やサンダル履きはできる
       だけ避けましょう。
    ・必要に応じて虫よけ剤などを
       使用しましょう。

問石川県健康福祉部健康推進課
　☎076-225-1438
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シェイクアウトいしかわ　参加募集

７月 10日㊌　11:00 ～　（約１分間）
　「県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）」は、
大地震が発生した際に、
各自がどう行動したら
よいかを あらかじめ考
えたり、地震の揺れか
ら自分の身を守るため、
「しゃがむ、隠れる、
じっとする」といった
「安全行動」をとる訓練
です。

　問 石川県危機対策課　☎ 076-225-1482

【参加・訓練の流れ】
１.県ホームページ（「シェ
イクアウトいしかわ」
で検索）にアクセス、
参加登録する。（無料）

２. 訓練当日は、県から送
信される訓練開始の合
図のメールなどにあわ
せて約１分間の　「安
全行動①－②－③」

　（右記）を実施する。

第12回志賀町社会福祉大会を開催

　　多年にわたり社会福祉活動の発展に功労のあった人々
を顕彰し、住民を取り巻く諸課題について住民一人一人
が考え、住民参加による地域づくりを推進します。講演
会のみの参加も可能です。ぜひご来場ください。（申込不要）
◆日 時　７月24日㊌　14:00 ～　（受付13:30 ～）
◆場 所　志賀町文化ホール１階　小ホール
◆日 程　14:00 ～ 14:40　開会（挨拶・表彰・祝辞・謝辞）
　　　　　　14:40 ～ 14:50　休憩
　　　　　　14:50 ～ 15:10　志賀高等学校　発表

【記念講演】　　15:15 ～ 16:30
　　演　題：お坊さんと考える「終活」について
　　講　師：西光寺住職・三味線坊主　寺

てら

 尾
お

 昌
まさ

 治
はる

   氏

　問志賀町社会福祉協議会　☎42-2545

物品売り払い

　閉園した旧堀松保育園の残余物品を先着順で売り払い
します。
◆日　時　７月 13 日㊏　9:30 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00
◆場　所　旧堀松保育園
◆対象者　町内に住所を有する個人および法人
◆売り払い方法
　　物品と現金 ( 最低価格 100 円 ) を引き換えに、当日
　　持ち帰ることが条件で、先着順となります。
　※お釣りのないように、100 円硬貨を持参してくだ
　　さい。
　 問 住民課　☎ 32-9122

ピアノの売り払い

　旧堀松保育園のピアノ１台
について、一般競争入札を実
施します。詳しくは住民課ま
でお問い合わせください。
　参加できる人は、町内に住
所を有する個人および法人に
限ります。
　　　

◆内見場所　旧堀松保育園　遊戯室
◆内見日時　７月 13 日㊏　9:30 ～ 12:00
　　　　　　　　　　　　 13:30 ～ 16:00
◆入札場所　７月 16 日㊋～ 19 日㊎ 平日 8:30 ～ 17:00
◆入札場所　志賀町役場　住民課
※搬出については、落札者の責任においてお願いします。
　搬出日時は落札後、要相談

　 問 住民課　☎ 32-9122

製造番号 取得年 予定価格
（最低売却価格） 備　考

ＹＡＭＡＨＡ
Ｇ-1187067 Ｓ46 500円

（消費税を含む）
 搬出費用は
 落札者負担

【 にっぽん縦断 こころ旅】
あなたのこころの風景募集

　ＮＨＫ-ＢＳプレミアムで放送予定の「にっぽん縦断 
こころ旅2019秋の旅」。９月30日からは、石川県を回り
ます。番組は、皆さんからのお手紙で旅のルートを決定。
町内の「忘れられない場所、風景」にまつわる手紙を募
集します。
   ◆ 放送予定（石川県） ９月30日㊊～ 10月４日㊎
   ◆ 応募期限　７月25日㊍必着
   ◆ 応募内容　住所、氏名、電話番号、性別、年齢、
                             思い出 の場所、風景にまつわるエピ                
                             ソード
   ◆ 応募方法 
 【 番組ホームページから】

   【FAXで】　03-3465-1327へ送信
 【ハガキ・封筒で】  〒150-8001  ＮＨＫ「こころ旅」係

　 問ＮＨＫふれあいセンター　☎050-3786-5000

 こころ旅
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成人男性対象の風しん抗体検査・
風しん定期予防接種を実施します

　全国的な風しんの流行を受け、これまで風しんの公
的接種を受ける機会がなかった成人男性を対象に令和
４年３月までの期限付きで風しんの抗体検査と予防接
種を実施します。
 ○ 対象者
　・抗体検査当日、および予防接種当日、志賀町に住
　　所がある人
     ・昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性
 ○ 実施期間　令和３年度までの３年間　
　　　　　　　※若い世代から段階的に実施します
 ○ 費　　用　抗体検査、予防接種ともに無料
 ○ 実施方法
　① 本年度対象者に、風しん抗体検査・風しん予防 
 　　接種を受けるためのクーポン券が送付される。
　　（７月上旬）
　② 対象者は、クーポン券と本人確認書類（運転免許
　　 証、マイナンバーカード等）
         を持参し、実施機関 にて
         抗体検査を受ける。
　③ 検査の結果、抗体価が十分でないと判断された場
　　 合に予防接種を受ける。

　※今年度はクーポン券を昭和47年４月２日～昭和54
　　年４月１日生まれの男性に郵送しています。その
　　他の対象者には翌年度以降、随時配付しますが、
　　希望者には発行いたしますので下記へお問い合わ
　　せください。
　※受け方について詳しくは、クーポン券に同封され
　　ている案内をご覧ください。

　問志賀町保健福祉センター　☎ 32-0339

8020(ハチマルニイマル)
達成の人を表彰します

　80歳以上で自分の歯が20本以上ある健康な人を、
8020達成者として表彰します。

◆対　象　以下のすべてにあてはまる人
　（１） 羽咋郡市に住んでいる人
    （２） 満80歳以上で自分の歯が20本以上ある人
　　　  （治療されている人でも可）
    （３） 11月10日㊐の表彰式に出席できる人
　　　   （１人で表彰状を受け取れる人）
◆受付期間　７月10日㊌～ 9月10日㊋
◆申 込 先　羽咋郡市内の各歯科医院
◆表 彰 式　11月10日㊐
　　　　　　羽咋すこやかセンター
　　　　　　（羽咋市鶴多町亀田17番地）
　　※当日開催の「石川県歯科医師会県民公開講座」
　　　で表彰されます。
　　※ 8020 を確認する歯科検診は、無料で受けること
　　　ができます。予約が必要な場合もありますので、
　　　事前に歯科医院に連絡をしてください。なお、
　　　応募多数の場合は表彰者を選考する場合があり
　　　ます。

　8020 の重要性
　自分の歯でかむことは生命の根源の力、生きる
力に直結しています。ただ長生きするだけでなく、
健康で満足度の高い人生を送るためには、80 歳
で 20 本以上の歯を保つ必要があります。また、
そしゃく力や、誤えん、糖尿病など全身の健康に
も大きな影響があると言われています。

   町内にお住まいの人の問合せ先
　 鈴木歯科医院 (羽咋市旭町 ) ☎ 22-0159

令和元年度
羽咋郡市広域圏事務組合職員採用候補者試験

職種 人数 受験資格

消防士 ６人
・　　平成２年４月２日以降に生まれた人　(性別不問)
・高等学校卒業程度の学力を有し、消防業務に必要な体力および健康を有する人

　◆申込受付期間　令和元年７月 16日㊋～８月 30日㊎
　◆第１次試験日　９月 22 日㊐
　◆試験会場　　　羽咋市内　

　　　　　　　　　( 申込み締切り後、受験者あてに通知 )　

　◆採用予定日　　令和２年４月１日
　◆申込書交付場所　羽咋郡市広域圏組合事務局総務課
　　　　　　　　　　消防本部、羽咋市市民窓口課、
　　　　　　　　　　志賀町・宝達志水町各総務課　　　　　問 羽咋郡市広域圏事務組合事務局 総務課  ☎22-6610
　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     消防本部警防課  ☎22-0089

詳しくは、羽咋郡市広域圏事務組合ホームページを
ご覧ください。

  羽咋郡市広域圏事務組合

認書類

と判断さ
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　５月21日（火）、志賀町自衛官募集相談員として
立花信行さん（富来地頭町）と中野秀雄さん（大津）
が任命され、小泉町長から委嘱状が手渡されまし
た。委嘱を受けた２人は、自衛官志願者に情報を提
供したり、広報宣伝事務などを行います。相談員の
任期は、委嘱の日から２年間です。

自衛官募集相談員委嘱状交付式

委嘱状を受けた立花さん（前列右）と中野さん（前列左）

募集種目 資格 受付期間

一般曹候補生 18 歳以上
33 歳未満
の男女

７月 1日㊊
～

9月６日㊎
自衛官候補生※

航空学生

高卒
（見込含）
21 歳未満
の男女

防衛大学校学生（推薦） 9 月 5 日㊍
～

　　９日㊊防衛大学校学生（総合選抜）

防衛大学校学生（一般）前期

9 月 5 日㊍
～

  　30 日㊊

防衛医科大学校
医学科学生

防衛医科大学校
看護学科学生（自衛官コース）

職種 人数 受験資格

診療放射
線技師 １人

・昭和55年４月２日以降に生まれた人
　(令和２年４月１日現在40歳未満)
・診療放射線技師免許を有する人、また
は令和２年４月末までに取得見込みの
人

管理
栄養士 １人

・昭和45年４月２日以降に生まれた人
　(令和２年４月１日現在50歳未満)
・管理栄養士免許を有する人、または令
和２年４月末までに取得見込みの人

看護師 ２人

・昭和45年４月２日以降に生まれた人
　(令和２年４月１日現在50歳未満)
・看護師免許を有する人、または令和２年
４月末までに取得見込みの人

　◆申込受付期間　令和元年７月１日㊊～ 26日㊎
　　( 郵送必着 )

          ※持参の場合、公立羽咋病院２階総務課 で受付

          ( 平日 8:30 ～ 17:15/ 第 2・4土曜日 8:30 ～ 12:30)

　◆試験日・会場　

　　１次試験　　　令和元年８月４日㊐予定
　　２次試験　　　令和元年８月 24 日㊏予定
　　ともに　　　 公立羽咋病院
　◆採用年月日　　令和２年４月１日

　問 公立羽咋病院 総務課　☎22-3307
　　 〒925-8502 羽咋市的場町松崎24番地

自衛官等募集 令和元年度　
公立羽咋病院職員採用候補者試験

住まいと土地の総合案内所

みらい都志開発㈲みらい都志開発㈲

不動産のことなら何でもご相談下さい　―料金不要―
県外在住の方もお気軽にお電話下さい

羽咋市石野町ニ107羽咋市石野町ニ107（coco壱番屋さん向かい）（coco壱番屋さん向かい）
TEL（０７６７）２２－１５３７

http://www.mirai-toshi.jp 宅地建物取引業石川県知事（3）3772号宅地建物取引業石川県知事（3）3772号
不動産コンサルティングマスター不動産コンサルティングマスター

心の通うまちづくり心の通うまちづくり

 

有　

料　

広　

告　

欄

　※  自衛官候補生男子は、年間を通じて行っています。
　　自衛隊関連のイベント情報などはホームページからも入手
　　できます。　詳しくは

  問自衛隊石川地方協力本部七尾出張所　☎0767-53-1691

 石川地本

自衛官等募集

【申込書の配布】次のいずれかの方法で請求

① 公立羽咋病院ホームページからダウンロード

② 公立羽咋病院２階総務課で交付

③ 郵便請求の場合、封筒の表に「職員採用試験申
込書請求」と朱書し、120 円切手を貼った返信用
封筒（角形２号、返信先を明記すること）を同封
して請求してください。

 公立羽咋病院
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職　種 採用予定人員 受　験　資　格

一 般 行 政
　（事務）　 ２人程度 平成２年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人

一 般 行 政
    （身体障がい者）　 １人程度

平成２年４月２日から平成14年4月1日までに生まれた人で、次の①から③のすべて
を満たす人
① 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１級から６級までの人
② 自力または家族等による送迎通勤が可能で、かつ介護者なしに職務の遂行が可能
　　な人
③ 活字印刷文による出題に対応できる人（ルーペの使用可能）

保　育　士
（町内保育園） ２人程度

平成２年４月２日以降に生まれた人で、保育士の資格を有する人、または令和２年
春季までに取得する見込みの人

薬　剤　師
（富来病院） １人程度 薬剤師の免許を有する人、または令和２年春季までに免許を取得する見込みの人

看　護　師
（富来病院） ２人程度 看護師の免許を有する人、または令和２年春季までに免許を取得する見込みの人

理学療法士または
作業療法士
（富来病院）

１人程度 平成２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、または令和２年春季までに取得する見込みの人

▶試験期日および会場

　１次試験…期日：９月 22日㊐　　　    
　　　　　　会場：志賀町役場 本庁舎　
２次試験…１次試験合格者に別途通知

　　　　　　　（10月中旬または下旬実施予定）

▶試験科目および対象者
　１次試験
　　・教養試験：一般行政、保育士の受験者
　　・作文試験、性格診断または適性検査：全ての職種の受験者

　２次試験…面接試験（１次試験合格者全員）

　▶必要な書類
　①　受験申込書（規定用紙）

　②　身上調書（規定用紙）

　③　最終学校の卒業証明書（または卒業見込証明書）

　④　写真１枚（縦４㎝×横３㎝）※身上調書に貼付

　⑤　資格免許を必要とする職種は、資格免許の写しまたは
　　　取得見込み証明書

　⑥　身体障害者手帳の写し ［ 一般行政（身体障がい者）受験者のみ ］

※書類①・②は、志賀町総務課、富来支所、富来病院事務室、郵
便で受け取りまたはホームページでダウンロード可。

　志賀町ホームページ　http://www.town.shika.lg.jp

　▶書類の提出期間および提出方法

　①　提出期間：７月８日㊊から
８月９日㊎ 17:00まで【 必着 】

　②　提出期間内に志賀町総務課へ提出してください。

　③　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、簡易書留で郵送し
　　　てください。

　※詳細については、下記までお問い合わせください。

　問 志賀町総務課　総務人事担当　☎ 32-9311

志賀町職員採用候補者試験

　志賀町では、令和２年４月１日から勤務する職員の採用候補者試験を次のとおり実施します。

◆職種、採用予定人員および受験資格

シルバー人材センターマスコット
キャラクター「チエブクロー」

公益社団法人  志賀町シルバー人材センター 会 員 募 集
● 仕事を依頼したい
　「人を雇うまでもなく、専門業者に頼むほどでもないが、誰かに頼むあてがない」…

● 仕事をしてみたい
　町内に住む健康で働く意欲のある 60 歳以上の方なら、誰でも会員になれます。

まずは、お電話ください！！ ☎（0767）42-2170（富来行政センター内）
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（詳細については、実施要項をご確認ください。）
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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

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

７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。

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 >
７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 >
 ７月 12 日㊎
（司法書士：午後のみ）

志賀町文化ホール
２階

21・23 会議室

志賀町社会福祉
協議会志賀支所
☎ 32-1363

障がい者福祉相談 ７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

障がい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
☎ 32-9131
FAX 32-0288

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。

しかまちむすび
結婚・出会い相談

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

自死遺族交流会
(J 交流会 ) ７月６日㊏ 14:00～ 16:00 金沢市内

(電話でお知らせします )

石川こころの健康
センター相談課
☎ 076-238-5750

自ら命を絶った人の遺族が寄り
添い互いに共感することにより
心が安らぐ時を過ごします。

■ 窓口延長業務　　　問住民課　☎ 32-9121

日　　時 内　　容

７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
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■ 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

エコクッキング教室
（予約制・定員20人）

 ７月６日㊏
６月26日㊌ ~
７月５日㊎

室谷 加代子さん 料理づくりをとおして、ごみの処理方法を学びます。
参加費：1,000 円、持ち物：エプロン、三角巾、箸

古着リフォーム教室
（予約制・定員20人）

 ７月13日㊏
７月３日㊌ ~
７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学びます。
参加費：700 円、持ち物：布 1枚、裁縫道具

TEL  0767-42-8080

アクアパーク  シ・オン

志賀千古温泉♨

温泉 　午前　　９時　～　午後　１0時
室内プール　午前　　９時　～　午後　９時
レストラン　午前　１１時　～　午後　９時半

　　　　　　営業時間

石川県羽咋郡志賀町新保向 22-1( 道の駅ころ柿の里しか内 )
皆さま、楽しい時間をお過ごしください　☎ 0767-32-8555

■町長談話室　　   問総務課　☎ 32-9311

　今月は他の公務により開催できませんので、ご了承ください。
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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 ７月４日㊍ 平成31年３月生まれ
志

３歳児健診 ７月18日㊍ 平成27年12月～平成28年１月生まれ

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

７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

志７月18日㊍

ゆう遊クラブ
７月９日㊋ 10:00 ～

11:30
※10:00か ら
希望者には計
測を行ってい

ます

７月23日㊋ 富

ぷちゆう遊クラブ
(ベビーマッサージ) ７月19日㊎ 生後３～８ヶ月頃

までのお子さん 志

モグモグ教室 ７月16日㊋ 離乳期のお子さ
んをお持ちの方

10:00 ～
　12:00 志

遊びの教室 ７月１日㊊ お子さんの発達に
不安を感じている人

9 : 30 ～
　11:30 志

げんキッズ広場 毎週火・金曜日
(９日㊋・１９日㊎除く)

乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

10:00 ～
　12:00 志

※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。
※ゆう遊クラブの９日は「バランスボール」(※１週間前までに予約が必要 )、
　23日は「おはなしと音楽」です。
※ぷちゆう遊クラブに参加を希望する人は７月 12 日㊎までに、モクモグ
教室・遊びの教室に参加を希望する人は事前に、保健福祉センターまで
お申し込みください。

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 ７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。

介護予防介護予防

問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

【受付時間】４カ月児健診 13:15 ～ 13:45
３歳児健診 13:15 ～ 14:00

内　容 実施日 受付時間 場所

特定健康診査

結核・肺がん検診
胃がん検診
大腸がん検診
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検診

７月９日㊋

８:30 ～
　　　10:30

志７月10日㊌

７月11日㊍

７月14日㊐ 富来活性化センター

７月28日㊐ 志

【対象者】
*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）　　　　　　
*胃がん検診・大腸がん検診・結核肺がん検診（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）
*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。
*前立腺がん検診 (51、56、61、66、71 歳の人 )
* 肝炎ウイルス検診（40、41、46、51、56、61 歳の人）
*７月 14 日㊐・28 日㊐は緑内障検診も実施します
　（50、55、60、65、70 歳の人）

集  団  健  診集  団  健  診

健康づくり健康づくり
教室名 実施日 時　間 集合場所

健康ウォーク ７月15日㊊㊗ 受付:7:45 ～
開会:8:00 ～

志賀町保健福祉
センター前

※能登温泉健康村コース（３．８ｋｍ）
※ウォーク後、熱中症予防に関する講話を行います。

《実施会場》

問地域包括支援センター　☎32-9132

問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

教室名 実施日 時　間 対　象 場　所

ほがらか
教室

７月11日㊍
７月25日㊍

10:30
～
11:30

65歳以上の人

やすらぎ荘

志賀
健幸教室

７月３日㊌
７月10日㊌
７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

毎週月曜日 と

毎週水曜日
10:00
～
10:30

やすらぎ荘

毎週金曜日
9:40
～
10:10

シルバー
ハウス

オレンジ喫茶 ７月10日㊌
13:30
～
15:00

もの忘れが心配な
方やそのご家族

旧ＪＡ高浜支店
ＡＴＭ  横

※介護予防教室は申し込み不要です。
※ほがらか教室、いきいき貯筋倶楽部は、介護予防体操をします。
※オレンジ喫茶は、参加費１００円が必要です。
※やすらぎ荘、シルバーハウス、とぎ地域福祉センターには入館料が必要
です。

  80 歳以上の人へ    

　結核の早期発見のため、年に１回は
　胸のレントゲン検査を受けましょう。
　集団検診会場では、結核・肺がん検
　診を実施しています。

は
う。
検

志

富

と

：志賀町保健福祉センター

：富来保健福祉センター

：とぎ地域福祉センター
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