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催し物催し物

町内交通事故・火災発生状況
（令和元年７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 12件 △３

負傷者数 15人 △２

死 者 数 ０人 △１

火 災

建 物 ２件 ２

林 野 ０件 ０

そ の 他 ２件 １

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　８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

善意の花善意の花

社会福祉協議会
からのお知らせ

◆福浦港の今本  進 様より、
　亡母の供養として社会福祉向上に
　役立ててと　　　　　100,000円

◆日本赤十字社石川支部にご加入
　いただきました
　中畑　良則 様 （鹿　頭） 特別社員
　大家ヨキ子 様 （鹿　頭） 特別社員
　黒口　貞子 様 （大福寺） 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　　　☎32-5003

「現況届」を
提出してください

　「児童扶養手当」と「ひとり親家
庭等医療費助成制度」の受給資格
を持っている人は、毎年８月中に
現況届の提出が必要です。手当の
受給資格を更新する大切な手続き
です。届出がないと資格を喪失し
たり、手当の支給がされなくなり
ます。
　対象者には、７月末までに現況
届の案内を送付しますので、必要
書類を確認の上、下記まで提出を
お願いします。
 

問 住民課 ひとり親家庭担当

　 ☎ 32-9122

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ
の採用募集

◆受付期間　８月５日㊊
　　　　　　～９月３日㊋

◆受験資格　大学卒および令和２

　　　　　　年３月までに大学卒

　　　　　　業見込みの人以外で

　　　　　　昭和63年４月２日～

　　　　　　平成14年４月１日に

　　　　　　生まれた人

◆ 第１次試験

　　筆記試験　　９月22日㊐

　　体力試験　　９月28日㊏

◆ 第２次試験　    10月下旬

◆最終合格発表　11月下旬

 問 羽咋警察署

  　警務課　

　　☎22-0110

「原爆と人間」パネル展

　
戦争の悲惨さを広く町民の皆さ

んに知ってもらい、平和の尊さに
ついて考えていただくため、パネ
ル展を開催します。
　ぜひこの機会にご覧ください。

◆期   間　８月６日 ㊋～ 15日 ㊍
◆場   所　志賀町文化ホール
　　　　　１階・エントランスホール
問 総務課　☎ 32-9311

県内一斉司法書士
無料法律相談会

【電話相談】　９月１日 ㊐
　　　　　　　10:00 ～ 16:00
　◆ 臨時・相談ダイヤル
　　　　　　　☎ 076-291-0099

【面談相談】　９月１日 ㊐
　　　　　　　13:00 ～ 16:00

　◆ 場所　・コスモアイル羽咋
　　　　　　　（羽咋市鶴多町）
　　　　　   ・七尾商工会議所
　　　　　　　（七尾市三島町）

　◆相談内容
　　不動産登記、商業登記、相続、
　　遺言、空き家問題、成年後見、
　　借金問題、消費者問題など
　　（秘密厳守・事前予約不要）

問 石川県司法書士会

　☎ 076-291-7070

寄附のお知らせ

◆西海風無の小網  勝 様より、
　町立富来病院に地域域医療の向上
　に役立ててほしいと   　100,000 円

認知症の人を
介護しているご家族へ

高齢者見守りＳＯＳネットワーク
に登録しませんか？

高齢者見守りＳＯＳネットワークとは…

　徘徊などにより行方不明になる

おそれがある人の情報（名前や特

徴、顔写真など）をあらかじめ登

録し、警察、消防署などと情報共

有しておきます。

　行方不明になった場合は、その

情報をもとに早期対応ができるだ

けでなく、地域の協力機関（介護

サービス事業所）へも情報を提供

し、地域全体で捜査に協力しても

らうことができます。

事前登録や詳細については
問地域包括支援センター　
　☎ 32-9132
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旧優生保護法による優生手術などを受けた人へ

　平成31年４月に「旧優生保護法一時金支給法」が施行
されました。これに基づく優生手術などを受けた人に
対して、一時金が支給されます。
　次の①または②に該当する人で、現在、生存してい
る人が対象です。

　① 昭和23年９月11日から平成８年９月25日までの

          間に、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた人

          （母体保護のみを理由として手術を受けた人は除く。）

　② ①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術また

          は放射線の照射を受けた人

           （母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に

          基づかないことが明らかな手術などを受けた人は除く。）

請求手続きなど、詳しくは・・・

問 石川県健康福祉部少子化対策監室 ☎076-225-1495
問 能登中部保健福祉センター  ☎0767-53-2482

個人県政学習バス参加者募集

◆対　　象　七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、
　　　　　　中能登町に住む成人男女

◆運  行  日　日帰りコース（４回）
　９月21日㊏ いしかわの城と希少な鳥にふれるコース
　10月３日㊍ いしかわの歴史と伝統を学ぶコース
　10月16日㊌ 能登の空・海体感コース
　11月８日㊎ いしかわの水環境と白山ろくの信仰・文
                             化を学ぶコース

◆定　　員　各コース43人（申込多数の場合は抽選）
◆参加費用　コースにより異なります。
◆募集期間　８月14日㊌～ 28日㊌（当日消印有効）
◆申込方法　往復はがきでの申し込みが必要です。

★詳しくは・・・

問申  石川県中能登総合事務所 企画振興課
　　 ☎ 0767-52-6113

令和元年度第２回物品売払いを行います

　志賀町が所有する下記の物品について、予定価格（最低売却価格）の提示による一般競争入札を実施します。詳し
くは企画財政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。   　

入札に付する売払い物件

物件
番号

品　名 取得年
予定価格

（最低売却価格） 備　考

1 トヨタ　ＣＢＡ－ＮＣＰ５８Ｇ
　    （ステーションワゴン）

H16 20,000 円
（消費税を含む）

自動車リサイクル料込

◆入札期間　８月19日㊊～ 23日㊎　8:30～ 17:15
◆入札場所　志賀町役場 企画財政課

問企画財政課　☎ 32-9331
ステーションワゴン

　アルミニウム合金造のカーポートなどを建築する場合
は、建築確認申請が必要です。（都市計画区域外で、申請
が不要の場合があります）
　確認申請を受けないで建築した場合、手続きをしない
こと自体が建築基準法違反となり、

　　 ○強度が不足していると
　　 　→大雪で倒壊、突風で屋根が飛ばされる
　　 ○建ぺい率違反になると
　　　 →増築することが出来ない

　といった事が起こる可能性もあります。

アルミカーポートの設置、確認申請書の提出に関しては・・・

問 中能登土木総合事務所 建築課     ☎ 0767-52-7604

経営者の皆さまへ
後継者はお決まりですか？

　近年、中小企業経営者の高齢化が進み、団塊世代の引
退は目前です。これを放置すれば地域の雇用を失うだけ
でなく、中小企業の技術やノウハウも喪失されることに
なります。
　事業承継問題に取り組む際には、「後継者選び」が大き
な課題です。また、事業所経営権の引継ぎ、後継者教育
などのさまざまな課題、問題があることから、十分に時
間をかけて検討する必要があります。大切な事業所、従
業員のために５年後、10年後を見据えた準備を始めま
しょう。
　事業承継は早期着手が重要です。一刻も早く着手しま
しょう。お気軽にご相談ください。

   【事業承継に関する相談先】　

 　志賀町商工会　         ☎ 32-1002

 　富来商工会　　         ☎ 42-2562

 　石川県産業創出支援機構（ISICO）

 　　経営支援部経営支援課（金沢）        　 ☎ 076-267-1244

 　　奥能登行政センター 4階（能登サテライト） ☎ 0768-26-2333

アルミカーポートの建築には
確認申請が必要です
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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
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　高齢運転者による交通事故が増加しています。加齢
に伴う身体機能や判断能力の低下で、運転に不安を感
じたり、家族から心配されている人は、運転免許証を
返納しませんか。高齢運転者による交通事故を減らし
ましょう。

  ◆ 対象者　

　 志賀町に住所がある満 65 歳以上で、運転に 不安が
　 あるため、自主的に運転免許証を返納した人

 ◆ 支援内容

　  志賀町コミュニティバス回数乗車券 55 枚と町内で
　  使用できる商品券 5,000 円分の交付

 ◆ 申請手順　

        ① 公安委員会（最寄では羽咋警察署）に運転免許
　　　 証を返納する｡ 　※代理人申請可
   　　    詳しくは ･･･
　　　　問 羽咋警察署　☎ 0767-22-0110
　　　　問 運転免許センター☎ 076-238-5901（代表）

　    ② 役場（本庁または富来支所）に申請する｡

　          運転免許証取消通知書（公安委員会が発行）
　    　  の写しと印鑑をお持ちください。
　　③ 志賀町コミュニティバス回数券と町内で使用
              できる商品券が簡易書留でお手元に届きます｡
　　　　※申請後１、２カ月程度かかります｡

問 環境安全課　☎ 32-9321

志賀町職員採用候補者試験

　令和２年４月１日から勤務する職員の採用候補者試
験受験申込みを受付しています。

◆受付期間　７月８日㊊～８月９日㊎17:00まで（必着）
◆受付場所　志賀町役場　総務課

　募集する職種、受験資格、試験日程など、詳しくは
「広報しか」７月号（前月号）または志賀町ホームページ
をご覧ください。

問 総務課　☎ 32-9311

「子どもの人権 110 番」強化週間

　「いじめ」や体罰、不登校や親による虐待といった、
子どもをめぐる人権問題は周囲の目につきにくいこと
が多く、また、被害者である子ども自身も、その被害
を外部に訴えるだけの力が未完成であったり、身近に
相談できる大人がいなかったりする場合が少なくあり
ません。
　「子どもの人権110番」は、このような子どもの発す
る信号をいち早くキャッチし、その解決に導くための
相談窓口です。相談は、金沢地方法務局において、人
権擁護委員および担当職員がお受けします。相談無料、
秘密厳守。  　

  ☎0120-007-110（全国共通フリーダイヤル・無料）

　全国統一番号で最寄りの法務局につながります。
　（土・日曜日は名古屋法務局につながります）

　《受付時間》

　８月 29 日㊍～ 30 日㊎　　    8:30 ～ 19:00
　８月 31 日㊏・９月１日㊐　10:00 ～ 17:00
　９月２日㊊～４日㊌　　  　　8:30 ～ 19:00
※パソコンでのメール相談は 24 時間受付。

子どもの人権 110 番

　夏場は食中毒の多発する時期であり、国では８月１日
から31日までの１カ月間を食品衛生月間と定めました。

  食中毒予防の３原則

　①菌をつけない　　手指、食材、調理器具の洗浄
　②菌を増やさない　冷蔵庫で保存、調理後速やかに食事
　③菌をやっつける　十分な加熱、調理器具などの消毒

問 志賀町保健福祉センター　☎32-0339

食品衛生月間

自主返納を支援します

児童、生徒のみなさんへ

　学校で友達から「いじめ」を受けて学校に行きたくない、

でも先生や親には言えない…、誰に相談したらいいか分

からない…。もしもそんな苦しみを抱えていたら、   一人

で悩まずに、私たちにお電話ください。

　どうしたら解決できるか私たちと一緒に考えませんか。

　相談内容の秘密は守ります。

北陸電力「災害・停電等情報」公式 Twitter では

停電情報が確認できます

災害発生時の注意喚起や町域単位での停電戸数、復旧見込

時間が確認できる北陸電力 HP「停電情報」(http://www.

rikuden.co.jp/sp/teiden/otj210.html) へのリンクが案内さ

れています。災害時に備えてフォローしておくと便利です。
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いしかわ長寿大学公開講座

　地域社会への参加を通した生きが
いづくりと、介護予防の促進や健康寿
命の延伸を目的とする公開講座です。
どなたでも参加してください。

◆日時　８月３日㊏　13:30 ～ 15:00

◆会場　矢田郷地区コミュニティー
　　　　センター２階視聴覚室
　　　　（旧七尾サンライフプラザ）

◆定員　200名

【演題】　

　歌 謡 曲 の 時 代
    ～時代を歌った昭和、自分のことだけ 

        を歌う平成～

【講師】　エド山口 氏

問申   石川県社会福祉協議会長寿生きがいセンター

☎ 076-258-3135　 FAX 076-258-3149

西能登里浜イルミネーション西能登里浜イルミネーション

ときめき桜貝廊ときめき桜貝廊
期間 :期間 :8/108/10～～11/3011/30

日没から４時間点灯日没から４時間点灯

【 8/10 当日イベント・テント市 】【 8/10 当日イベント・テント市 】
　19:00　オープニングセレモニー　19:00　オープニングセレモニー
　19:28　点灯式　19:28　点灯式
　19:30　炎と光のファイヤー パフォーマンスショー　19:30　炎と光のファイヤー パフォーマンスショー
　20:00　20:00　北國花火志賀大会北國花火志賀大会

県立七尾産業技術専門校
令和元年度後期訓練生募集

◆応募締め切り　９月10日㊋

◆応募資格　どなたでも

◆ 訓練期間　令和元年10月１日

　　　　　　～令和２年３月13日

◆ 主な講習内容
　車両系建設機械（整地）技能講習、
小型移動式クレーン運転技能講習、
玉掛け技能講習など

問 石川県立七尾産業技術専門校

 　☎ 0767-52-3159

賞品もあ
るよ！

参加希望の人は、

当日直接会場へお越しください。

問問商工観光課商工観光課　☎ 　☎ 32-111132-1111

13:30 ～ 18:30　　場所：世界一長いベンチ下海水浴場
　　　　　　　　　　　　　　　　　（増穂浦海水浴場）

大声選手権大会、ビーサン飛ばし、宝探し、

水辺のカルタなど

海で遊べるイベントが盛りだくさん！

問 生涯学習課　☎32-9350　

問 富来Ｂ＆Ｇ海洋センター フレア　☎42-8088

8/108/10
土
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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

無料法律相談

（予約制・先着８人）
８月14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

無料年金相談

（予約制）
８月21日㊌

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

役場本庁舎
相談室

住民課
☎ 32-9121

年金保険料の免除・年金の

支給手続きなど、年金に関

すること。

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

８月22日㊍ 10:00 ～ 15:00
役場本庁舎

相談室
住民課

☎ 32-9121
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 >

８月７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 >

 ８月９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

☎ 32-5003

障がい者福祉相談 ８月 14 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

■ 窓口延長業務　　　問住民課　☎ 32-9121

日　　時 内　　容

８月３日㊏・10日㊏

　　17日㊏・24日㊏

31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

エコクッキング教室
（予約制・定員20人）

 ８月10日㊏
７月31日㊌ ~

８月９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）

 ８月24日㊏
８月14日㊌ ~

８月23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

■町長談話室　　   問総務課　☎ 32-9311

日　　時 場　所

  ８月21日㊌
13:30 ～ 15:00

役場本庁舎

  ８月28日㊌ 富来支所

※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。

 

有　

料　

広　

告　

欄
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
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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 ８月１日㊍ 平成31年４月生まれ
志

１歳６カ月児健診 ８月８日㊍ 平成30年１月～２月生まれ

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

８月１日㊍

乳幼児のお子さ
んとお母さんど
なたでも

15:00 ～
15:30

志
８月８日㊍

ゆう遊クラブ

８月６日㊋ 10:00 ～

11:30
※ 10:00から　   

  希望者には計測
  を行っています

８月27日㊋ 富

げんキッズ広場
毎週火・金曜日

（23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６日は「モビール作り」、27日は「ティータイム」です。

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 ８月16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
【受付時間】４カ月児健診 13:15 ～ 13:45

１歳６カ月児健診 13:15 ～ 14:00

問 地域包括支援センター　☎32-9132

教室名 実施日 時　間 対　象 場　所

ほがらか
教室

８月８日㊍
８月22日㊍

10:30
～

11:30

65歳以上の人

やすらぎ荘

志賀
健幸教室

８月７日㊌
８月21日㊌
８月28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
（8/13は休み） 13:30

～
14:30

志

毎週月曜日
（8/12は休み）

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 ８月21日㊌
13:30

～
15:00

も の 忘 れ が 心 配 な

人やそのご家族

旧ＪＡ高浜支店

ＡＴＭ  横

※介護予防教室は申し込み不要です。
※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。

 

有　

料　

広　

告　

欄

内　容 費用 対象者

子宮頸がん検診

1,000円
20歳以上

（平成12年３月31日以前生まれ）

無料
21歳

（平成10年４月２日
　～平成11年４月１日生まれ）

乳がん検診 無料
41歳

（昭和53年４月２日
　～昭和54年４月１日生まれ）

※８月から 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。

※９月から集団検診を実施します。個別通知や９月広報で日程などを確認 
して、受診してください。

 女性がん検診（個別検診） 女性がん検診（個別検診）

問 志賀町保健福祉センター　☎32-0339

志  ：志賀町保健福祉センター

富  ：富来保健福祉センター

と  ：とぎ地域福祉センター

《実施会場》

広報しか
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問 健康福祉課 　☎ 32-9131

救急医療情報キット を配布しています！
　平成 29 年度に、65 歳以上の一人暮らしの人に、救急医療情報キットをお配りしました。

　これは、かかりつけ医や緊急連絡先、服薬内容などを記載した用紙をケース (写真① )の

中に入れ、誰もが見つけ易い冷蔵庫に保管し、急病などの緊急時に備えるものです。

　すでに救急医療情報キットが配布されている人は、以下の点を確認してください。

　　① キットは冷蔵庫に入っているか？

　　② かかりつけ医やお薬の種類、家族の連絡先などは最新の情報か？

　　③ マグネット(写真②)は冷蔵庫に、シール(写真③)は玄関の内側に貼ってあるか？

　また、平成 30 年１月からは 65 歳以上の一人暮らしの人に加えて、

高齢者世帯や障がい者世帯など必要と認められる人に配布すること

になりました。

　健康上に不安があってキットを希望する人は、志賀町役場健康福祉課か

富来支所へ申込みください。

志賀町では、住民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが出来るよう、買い物支援協
力店として、つぎの 19 店舗に協力いただいています。   

地　区 店　名 取扱商品など

高 浜 地 区

どんたく高浜店
　☎ 32-8180

食料品ほか
配達は近隣に限る

㈲升本商店
　☎ 32-0046

酒類
配達可能

土 田 地 区 おがくちストアー
　☎ 37-1612

食料品ほか
配達は近隣に限る
千円以上配達無料

志加浦地区

塩津酒店
　☎ 32-1400

酒類ほか
千円以上配達無料

食品ストアー志賀の里
　☎ 32-3407

食料品ほか
配達は近隣に限る

上熊野地区 岡野商店
　☎ 38-1001

酒類ほか
配達は近隣に限る

堀 松 地 区 矢留豆腐店
　☎ 32-1584

豆腐など
移動販売を実施

地　区 店　名 取扱商品など

富 来 地 区

はまのデパート
　☎ 42-0166

衣料品、薬ほか
配達可能

㈱トギストア
　☎ 42-0137

食料品ほか
移動販売を実施

とくだストア
　☎ 42-0062　

食料品ほか

ワイン＆フーズよしべ
　☎ 42-0029

食料品ほか
千円以上配達無料

東増穂地区

Ａコープとぎ店
　☎ 42-2288

食料品ほか
買い物代行サービ
ス（有料）

㈲能登金剛交通
　☎ 42-1144

注文した商品を店
舗から配送。地域
により利用料金が
異なる

西増穂地区 ファミリーショップつじ
　☎ 42-0408

食料品ほか
配達可能

熊 野 地 区 小川商店
　☎ 47-1118

酒類、パン、菓子ほか
配達可能

西 海 地 区 きのした
　☎ 45-1003

酒類、食料品ほか
配達可能

西 浦 地 区

上野商店
　☎ 46-1228

日用品ほか
配達は近隣に限る

カネヨ醤油㈱
　☎ 46-1001

醤油、味噌、酢
３千円以上配達無料

中根商店
　☎ 46-1006

酒類、パン、菓子ほか
配達は近隣に限る

　引き続き、

買い物支援協力店の

募集を行っています。

ご協力お願いします。

問 健康福祉課 　☎ 32-9132

※ 7月１日現在

志賀町買い物支援協力店 をご紹介します !をご紹介します !

②マグネット ③シール

①ケース
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保健福祉センター栄養士

舘島 紗貴さん

保育園給食の人気メニュー

マーボー豆腐

保育

マ
【材料・２人分】

豆腐　  　　　　　　240ｇ

豚挽き肉　　　　　    60ｇ

人参　　　　　　       24ｇ

たけのこ（水煮）　       15ｇ

干し椎茸（戻す）           ３ｇ

ねぎ　　　　　　       15ｇ

にんにく（みじん切り）

　　　　　　 小さじ１／５

生姜（みじん切り）

　　　　　　 小さじ１／ 3　

【作り方】

① 人参、たけのこ、干し椎茸、ねぎはみじん切りにする。
② 砂糖、しょうゆ、みそは混ぜ合わせておく。

③ 熱したフライパンにごま油を入れ、にんにく、生姜、
豚挽き肉、人参、たけのこ、干し椎茸を入れ炒める。

④ 軽く炒めたら、水、中華スープを入れ、具材に火を通し、 
②を入れ、味付けする。

⑤ さいの目に切った豆腐を入れ、火が通ったら、味を調 
節する。

⑥ ⑤に片栗粉でとろみを付けて、ねぎを散らせば完成。

221Kcal
塩分 2.1g
【１人分】

水　　　　  　　     120ｃｃ

中華スープ  　　      小さじ１

砂糖　　　  　　      小さじ１

しょうゆ     小さじ2、1 ／ 2

みそ　　                 小さじ1

ごま油　　       小さじ1 ／ 2

片栗粉　                 小さじ２

※子ども３人分の材料になります

◆応募資格　美術展の趣旨に賛同する創作者。
　　　　　　年齢・国籍は問いません。１人１点。

◆応募規定　日本画・洋画・水墨画・版画・水彩画・　 
　　　　　　パステル画・CG画。（Ｆ30・Ｓ20号以内、

　　　　　　　金具・紐を取り付け、額装してください）

◆出 品 料　2,000円（小・中・高校・大学生は無料）

◆支払方法　出品料は、作品を搬入する場所で納入

◆そ の 他　応募作品は、未発表のものに限ります。
　　　　　　（志賀町を描いていない作品や、応募規定に沿
　　　　　　　わない作品は、審査対象外）

◆搬入期日　９月28日㊏まで

◆作品審査　10 月 15 日㊋に審査し、入賞作品を決定。

　　　　　　審査結果は、入賞者に直接郵送で通知。　
　　　　　　また、北國新聞紙上にて発表します。
　　　　　　（審査結果の異議については受理しません）

◆表 彰 式　11月16日㊏　10:00 ～
　　　　　　会場：富来活性化センター

◆表　　彰　・大賞（30 万円※買い上げ・版権含む）

　　　　　    ・能登の里山、里海賞（10万円相当商品券）

　　　　　　　　（その他各賞受賞者に、表彰状と副賞贈呈）

町の美しい自然、祭り・行事・

生活・産業などをキャンバス

に描いた作品を募集します。

◆作品返還　作品は、12月11日㊌から、出品場所で
　　　　　　返還します。
　　　　　　

問生涯学習センタ－☎ 32-2970

第30回大賞作品「出番を待つ（福浦港）」

東　靖夫（能登町）

【展覧会】

　富来展 　富来活性化センタ－

　　　　　 11 月 16 日㊏～ 24 日㊐

　金沢展　 石川県立美術館　第７・８・９展示室

　　　　　 12 月６日㊎～ 12 月９日㊊

第 31 回  作品募集第 31 回  作品募集

お子さま用の

辛くないマーボー

豆腐です。ぜひ作っ

てみてください♪

志賀町を描く美術展志賀町を描く美術展
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