
安全運転の大切さについて語る谷口さん

　７月18日（木）、谷口　敬さん（上野）が小泉町長を訪れ、
安全功労者内閣総理大臣表彰受賞の報告をしました。
　谷口さんは昭和44年に運転免許を取得して以来、50年間
無事故無違反。昭和58年からは、羽咋郡市街頭交通推進隊
としても活動しています。
　家業のクリーニング店で、配達のため町内を運転、巡廻
することにもふれ、「私一人の力ではなく、家族のおかげ」
と感謝の言葉を述べました。

安全運転50年、上野の谷口　敬さん
安全功労者内閣総理大臣表彰

　７月24日（水）、志賀町文化ホールで、志賀町社会福祉大会
が開催されました。社会福祉の今日的課題の認識、今後のさら
なる発展を願い毎年開催されています。
　最初に、社会福祉活動に功労のあった民生委員、児童委員、
保育職員ら25人と１団体への表彰が行われました。
　続いて町長、議長の祝辞、表彰者代表による謝辞のあと、志賀
高校総合学科（福祉系列）の３年生９人による発表がありました。
　最初は緊張していた生徒も、会場からの驚きの声や笑いなど
のリアクションで次第に笑顔になり、ホール一体が温かい空気
に包まれた発表会となりました。

志賀高校生が学校での活動を発表
第12回 志賀町社会福祉大会

会場の反応に笑顔で応える志賀高校生

　６月24日（月）、㈱NTN志賀製作所の邊
へ だ

田好
よしのり

則社長と㈱NTN能
登製作所の中

なかしま

島淑
よしたけ

岳社長がグループ４社を代表し、志賀町役場
を訪れ、小泉町長に「福祉向上のために役立ててほしい」と寄付
金を手渡しました。
　平成27年から、羽咋郡市内のグループ企業４社が主催する
「NTN能登祭り」の開催にあわせて行われている寄付は今年で５
回目となりました。
〔グループ４社〕 ㈱NTN能登製作所、㈱NTN志賀製作所
　　　　　　　 ㈱NTN羽咋製作所、㈱NTN宝達志水製作所

５年続けて寄付
ＮＴＮ能登地区４社 

【表彰された皆さん】
（民生委員・児童委員）　
　宮下　久幸、石藏　三郎、谷内　雅子、辻口　美子
　山本　洋子、上禰　久雄、増田　邦彦、上瀧　　澄
（保育職員）　村山　美樹、舟山　珠実、大塚　美佳、橋本　千明
（遺族部会）　和泉　義之、濱田美津子　
（身障部会）　佐藤　和子
（社会福祉事業従事者）
　竹田　恵美、山田真紀子、柿本亜希子、大磯　春美、不動奈美子
　坂本加代子、城　　文江、上井　邦昭､ 町中　陽子、疋島代志美
（社会奉仕団体）　志賀町 赤十字 奉仕団

寄付金を手渡す中島社長（中央）と邊田社長(右)

民生委員、児童委員で表彰を受けた皆さん

※本記事は、８月号でグループ４社による寄付である旨の説明が不足していたため、加筆し再掲します。
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坂尻交通部長（中央左）と小泉町長（中央右）

門標を持つ森さん(中央左)

　８月６日（火）、鹿西高校３年の森くるみさん（高浜町）
が、町華道協会会長の大島友子さん（写真中央右）、森さ
んが通う「片山生花教室」の片山豊美さん（写真右）と教育
長を訪れ、町華道協会への入会を報告しました。
　同協会は町内の生け花指導者が参加する会で、今回森
さんが池坊の指導資格を取得したことで加入することと
なりました。
　「もっと若い人たちにも華道を広めていきたい」と勉強、
部活動（吹奏楽部）を両立させながら稽古に励んでいます。

現役高校生最年少会員に
志賀町華道協会

　７月29日（月）志賀町は、町内交通死亡事故ゼロの
継続日数が500日に達成したことで、坂尻 石川県警交
通部長から小泉町長へ感謝状が贈られ、続いて林 石川
県交通安全協会専務理事から祝辞をいただきました。
　小泉町長は、「さらに1000日達成に向け尽力したい」
と話しました。

交通死亡事故ゼロ500日達成
志賀町に感謝状 

優勝、準優勝おめでとう！！
７月の表敬訪問

國部　巧斗 くん ( 志賀小６年 )

6 年生の部　個人優勝
大会名：第 11 回わんぱく相撲大会羽咋郡市大会
開催地：唐戸山相撲場
開催日：6月 16 日（日）

本谷　万奈 さん ( 志賀小６年 )

女子コンバインＢ　第 1位
(走幅跳・ジャベリックボール投 )
大会名：
  第 35 回石川県小学生陸上競技大会
開催地：
  石川県西部緑地公園陸上競技場
開催日：   7 月７日（日）

( 左から )

  橋本帆乃花 さん ( 志賀中３年 )  女子共通砲丸投 第 1位

  岡﨑颯太郎 くん ( 志賀中３年 )  男子共通砲丸投 第 1位

  本田　大騎 くん ( 志賀中３年 )  男子共通走高跳 第２位

大会名：石川県中学校体育大会 第 71 回陸上競技大会
開催地：石川県西部緑地公園陸上競技場
開催日：6月 29 日（土）～ 30 日（日）

　６月から７月上旬にかけて行われた大会で、優秀な成績をとっ
た児童、生徒がその報告に教育長を訪れ、さらなる活躍を誓いま
した。



裏社長（左）と小泉町長（右）

みんなで元気に 「レスリング！！」

　８月８日（木）、レスリングの全国大会で活躍した小学
生３人、高校生8人と、永谷悟史 監督(少年少女選手権)、
山下　勝 監督(インターハイ)、高田　浩 志賀高校校長が、
町役場を訪れ、入賞を報告しました。

全国大会の成績を報告
みんなで元気に「レスリング！！」

　８月13日（火）、給分の三本松貞子さんが、前
日100歳を迎え、入所する特別養護老人ホームア
イリスで、小泉町長、民生委員、施設職員などか
ら祝福を受けました。
　三本松さんは、令和になって２人目の100歳。
　家族のみなさんは「こんなに盛大にお祝いの場
を設けていただけるとは思いませんでした。皆さ
んに感謝しています。」と話しました。

祝福を受ける三本松貞子さん

給分の三本松さん100歳
いつまでもお元気で。町内20番目の長寿

　８月13日（火）、㈱ゆめうらら社長の裏  貴大さんが、

小泉町長にJGAPの認証取得を報告しました。
　JGAP（農業生産工程管理）とは、食の安全や環境保全
に取り組む農場に与えられる認証で、第三者機関による
厳しい審査により与えられます。
　裏社長は、「これからの農業事情を見据え、職員の質
の向上を図り、認証取得を目指した」と話し、能登ブラ
ンド米を、一層アピールしていきたいと力強く語りまし
た。

能登で初のJ
ジ ェ イ ギ ャ ッ プ

GAP認証取得

（株）ゆめうらら

【成績】

第36回全国少年少女レスリング選手権大会

　　7月26日（金）～ 28日（日）
　　和歌山県・和歌山ビックホエール

選手名 種目 成績

永谷　優來 ６年女子の部 36㎏級 ２位

谷内絵美里 ５年女子の部 40㎏級 １位

大門　陸翔 ５年男子の部 26㎏級 ３位

全国高等学校総合体育大会レスリング大会

　（インターハイ）
　　7月29日（月）～８月１日（木）
　　熊本県・玉名市総合体育館
　団体　５位
　　　　我満　大記、白崎　誠也、張原　大斗
　　　　谷内　謙斗、小林　大輝、川田　隼也
          　   畠野　　尊、大垣内　巧、高井　大樹
　個人　岡田　愛生　50㎏級　３位
　　　　我満　大記　51㎏級　５位

個人入賞選手　前列左から、
　　　永谷さん、谷内さん、大門くん、岡田さん

広報しか
2019.9

12



ＳＨＩＫＡ     ＴＯＷＮ
ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＫ

情     報
パーク

催し物催し物

町内交通事故・火災発生状況
（令和元年８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 17件 △１

負傷者数 22人 １

死 者 数 ０人 △１

火 災

建 物 ２件 １

林 野 ０件 ０

そ の 他 ３件 ２

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　９月24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

◆日本赤十字社石川支部にご加入
　いただきました

　松田　時男 様 （荒屋） 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

献　血

◆日　時　９月４日㊌
　　　　 　9:30 ～ 12:00
                    13:00 ～ 16:00
◆場　所　志賀町役場 本庁舎 

400ml の献血のご協力をより一層
お願いしております。

問 石川県赤十字血液センター

　 ☎ 076-237-5533

　平成31年４月から出産前後期間の
国民年金保険料が免除される制度が
始まりました。
　平成31年２月１日以降に出産をし
た方が対象となり、出産予定日また
は出産日が属する月の前月から４カ
月間の国民年金保険料が免除になり
ます。
　届出は、出産予定日の６カ月前か
らできますので、お早めの届出をお
願いします。
　届出の用紙は、日本年金機構の
ホームページ 

　 　　

から印刷をするか、志賀町役場住民
課、富来支所総合窓口、または年金
事務所で取得してください。

問 志賀町住民課　0767-32-9121

問 七尾年金事務所　0767-53-6511

　国民年金保険料の納付には、口座
振替がご利用になれます。 
　口座振替には、当月分保険料を
当月末に振替納付することにより、
月々50円割引される「早割制度」や、
現金納付よりも割引額が多い「６カ
月前納」、 「１年前納」、「２年前納」も
あり、大変お得です。          
　口座振替をご希望の人は、納付書
または年金手帳、通帳、金融機関届
出印を持参のうえ、ご希望の金融機
関または年金事務所へお申し出くだ
さい。

問 七尾年金事務所　0767-53-6511

納期限：９月２日㊊

・町県民税（２期）

・国民健康保険税（２期）

・後期高齢者医療保険料（５期）

・介護保険料（２期）

納期限：９月30日㊊

・国民健康保険税（３期）

・後期高齢者医療保険料（６期）

・介護保険料（３期）

今月の納税

受けよう !
はかりの定期検査

　取引・証明（営業用）に使用する「は
かり」は、計量法に基づく「定期検査」
を受けなければなりません。（計量
法で、２年ごとに受けることが義務
付けられています。）
　つぎのとおり実施しますので、必
ず受検してください。

期　日 場　所
10 月２日㊌ 富来活性化センター
10 月 3日㊍ 役場本庁舎大会議室

◆時　間　11:00 ～ 12:00
　　　　　13:00 ～ 15:00

　対象者の方には事前にハガキでお
知らせしますので、使用されている

「はかり」と検査手数料を検査場所ま
でご持参ください。
　検査期日に「定期検査」を受けるこ
とができない場合や、新たに「定期
検査」を受ける場合は下記までお知
らせください。

問 商工観光課　☎ 32-9341

問 石川県計量検定所

　  ☎ 076-254-5507

日本年金機構

出産前後の国民年金保険料
が免除になります

国民年金保険料は
口座振替がお得です

無料調停相談 ～ 調停で、解決の扉を開けよう！

　交通事故、金銭、土地建物、家庭の問題、近隣トラブルなどで困ってい
る人は調停制度を利用して問題解決しませんか。調停委員が、手続きにつ
いて相談に応じます。

◆日　時　９月 28 日㊏
◆場　所　七尾鹿島労働福祉会館　3階　和室
　　　　　　七尾市袖ケ江町ハ部 42 －２

問 七尾調停協会　0767-52-4622

広報しか
2019.9

13



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

９月26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 >

９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 >

 ９月 13 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 ９月 11 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）
９月７日㊏ 14:00 ～ 16:00 金沢市内

（電話でお知らせします）

石川県こころの
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

９月７日㊏・14日㊏

　　21日㊏・28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）

   ９月７日㊏ ８月28日㊌ ~９月６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   10月５日㊏ 9月25日㊌ ~ 10月４日㊎

古着リフォーム教室
（予約制・定員20人）

 ９月14日㊏
９月４日㊌ ~

９月13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

介 護 予 防介 護 予 防

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
９月12日㊍
９月26日㊍

10:30 ～ 11:30

65歳以上の人

やすらぎ荘

志賀健幸教室

９月４日㊌
９月11日㊌
９月18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 ９月11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。

■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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女性がん検診女性がん検診

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 ９月５日㊍ 令和元年５月生まれ

志
３歳児健診 ９月19日㊍ 平成28年２月～３月生まれ

内容 実施日 対象 時間 場所

すくすく
子育て相談

９月５日㊍

乳幼児のお子さ
んとお母さんど
なたでも

15:00 ～
15:30

志
９月19日㊍

ゆう遊クラブ

９月10日㊋
10:00 ～

11:30
※ 10:00から　   

  希望者には計測
  を行っています

９月24日㊋ 富

モグモグ教室 ９月17日㊋
離乳期のお子さんを
お持ちの人

10:00 ～
　12:00

志遊びの教室 ９月２日㊊
お子さんの発達に不
安を感じている人

9 : 3 0 ～
　11:30

げんキッズ広場
毎週火・金曜日
10日㊋は除く

乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

10:00 ～
　12:00

※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10日は「救急時の応対について」、24日は「リフレッシュ
コンサート」です。

※モグモグ教室、遊びの教室に参加希望の人は、事前に申し込みください。

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 ９月20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。

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 対象者
費用

集団 個別

子宮頸がん検診

20歳以上
（平成12年３月31日以前生まれ） 500円 1,000円

21歳　
（平成10年４月２日
　～平成11年４月１日生まれ）

無料

乳がん検診

40歳以上
（昭和55年3月31日以前生まれ） 500円

41歳　
（昭和53年４月２日
　～昭和54年４月１日生まれ）

無料

骨粗しょう症検診

令和２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

集団検診
※集団検診用受診券と検診費用を持参ください。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。
個別検診
※ 12 月末まで、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。

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》

健 康づくり健 康づくり

内容 実施日 時間 集合場所

健康ウォーク ９月29日㊐
受付:7:45 ～

開会:8:00 ～
富来行政センター前

※増穂浦コース (5km)、ゴール後「骨粗しょう症予防」に関する講話、
　骨密度測定を行います。

歯科検診 ( 個別 )歯科検診 ( 個別 )

内容 実施日 場所 対象

歯周病検診 ～ 11月30日㊏ 町内歯科医院
令和2年3月31日までに

40、50、60、70歳になる人

※費用は無料です。
※事前に配布した受診券を持参し歯科医院へ予約の上、受診してください。
※検診結果「異常なし」の人には、歯ブラシによるクリーニングを実施します。

内容 実施日 受付時間 場所

集団検診

(各地区での検診)

９月３日㊋

13:00 ～ 14:00

中甘田公民館

９月５日㊍ 堀松公民館

９月６日㊎ 西海公民館

９月９日㊊ 西浦コミュニティーセンター

９月10日㊋
13:00 ～ 13:45 加茂公民館

14:30 ～ 15:15 下甘田公民館

９月11日㊌ 13:00 ～ 14:00 富来活性化センター

９月12日㊍
13:00 ～ 13:45 熊野公民館

14:30 ～ 15:15 上熊野公民館

９月18日㊌ 13:00 ～ 14:00 保健福祉センター

９月19日㊍
13:00 ～ 13:45 酒見構造改善センター

14:30 ～ 15:15 東増穂公民館

９月20日㊎ 13:00 ～ 14:00 志加浦公民館

９月27日㊎ 13:00 ～ 14:00 土田公民館

９月30日㊊ 13:00 ～ 14:00 旧福浦小学校

土曜検診
９月14日㊏

9:00 ～ 10:00
富来活性化センター

９月28日㊏ 保健福祉センター

夜間検診 ９月25日㊌ 18:30 ～ 19:30 富来活性化センター
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　本年10月１日より消費税率が８％から10 ％に引き

上げられることに伴い、課税対象となる次の各種料金

について、消費税相当額（２％）の引き上げを行うこと

になりますので、ご理解をお願いします。

【 改定される各種料金など 】

１　水道料金（給水料金、メーター使用料、分担金）

２　下水道使用料

３　ケーブルテレビ利用料
　　（加入負担金、有料の多チャンネルプラン）

４　富来病院における文書料（診断書など）、健康診断・
　　予防接種などの診療費、特別施設利用料（個室料
　　など）・特別長期入院料など

５　志賀クリニックにおける文書料（診断書など）

消費税率の改定に伴い各種料金を改定します

統計調査員を募集します

   国が実施する各種統計調査の調査員を募集します。

【 統計調査員とは 】
　「国勢調査」をはじめとする各種統計調査で、調査対象となる世帯や事業所を訪問し、調査票を配布、回収、
検査などを行う人をいいます。
　統計調査員として登録すると、調査が実施されるときに町から依頼されます。都合が合わない場合は断るこ
ともできます。調査終了後、統計調査の種類や件数により、定められた報酬が支払われます。

【 調査員のしごと 】
　調査員説明会への出席  → 担当調査区・調査対象の確認、準備 → 調査票の配布、回収 → 調査票の点検・整理
　 → 県または町へ提出

【 登録の条件 】
　・責任をもって調査事務を遂行できる人
　・満 20 歳以上の健康な人
　・調査で知り得た情報の秘密を守れる人
　・税務・警察・選挙に直接関係のない人
　・暴力団員でない人および密接な関係を持たない人

【 登録方法 】
　登録申込書に必要事項を記入の上、志賀町役場 企画財政課まで提出してください。
申込書は 町ホームページまたは 企画財政課、富来支所  窓口にあります。

【 おもな統計調査 】

調査名 調査基準日 調査対象 調査員数（参考）

農林業センサス ２月１日（５年毎） すべての農林業従事者 130人（令和２年）

国勢調査 10月１日（５年毎) すべての世帯 125人（平成27年）

工業統計調査 ６月１日（毎年) 製造業に属するすべての事業所 ５人（令和元年）

労働力調査（国・県） 連続する４カ月の毎月末（毎年） 抽出された世帯 対象地区に１人

問 企画財政課　☎ 32-9331

６　文化ホール、富来活性化センターの利用料

７　総合体育館、総合武道館、陸上競技場、弓道場、
　　町テニスコート、多目的スポーツセンター、志賀町        
　　野球場、富来野球場、富来健民ホッケー競技場、
　　Ｂ＆Ｇ海洋センター、稗造スポーツセンター、稗 造
　　体育館などの利用料
８　能登リゾートエリア増穂浦の研修室の利用料

９　増穂浦林間広場・テニスコート、荒木ケ丘山村広場
　　の利用料

10　シルバーハウス、やすらぎ荘の利用料

11　とぎ実験農場の利用料（研修室、貸農園）

12　赤住漁港公園（プール）の利用料

13　都市公園の利用料

※問い合わせは各施設、事業担当まで

 

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末吉新保向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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◆日　時　10月13日 ㊐　9:30 ～ 16:00

◆場　所　のと里山空港

事前応募制イベント
　見てみよう！！「空港お仕事見学」( 約２時間 )

　　第 1回　  9:00 ～
　　第 2回　15:00 ～
　　◆対　象　　小学生とその家族
　　◆定　員　　各回 5家族 (20 名程度 )
　　◆応募方法　往復はがきに希望回 ( 時間 ) 参加希
　　　　　　　　望者全員の住所・氏名・年齢・電話
　　　　　　　　番号・Eメールアドレスを記入し、
　　　　　　　　９月20日㊎必着で応募してください。
　　　　　　　　はがき１枚につき、最大４人まで、
　　　　　　　　応募可、応募多数の場合は抽選。
　　◆応募先　　〒 929-2392
　　　　　　　　輪島市三井町洲衛 10 部 11 番地 1
　　　　　　　　のと里山空港「空の日」実行委員会
                                   ( 石川県能登空港管理事務所  内 )

参加自由のイベントも多数開催します

　・航空機利用券が当たる「のと里山空港じゃんけん
　　大会」「紙飛行機的入れゲーム」
　・飛行機の誘導模擬体験「マーシャラーシミュレーター」
　・普段は入ることができない滑走路近くから航空機
　　の離着陸を見学できる「のと里山空港バスツアー」
　詳しくは

問 のと里山空港「空の日」実行委員会

　☎ 0768-26-2100

　

「航空祭 2019」日本航空学園

◆日　時　10 月 12 ㊏・13 日 ㊐　9:00 ～ 16:00

◆場　所　日本航空学園（ のと里山空港 隣 ）

◆内　容　ダンス・吹奏楽アトラクション、ヨーヨー
　　　　　釣り、ヘリコプター遊覧飛行、ドローンコー
　　　　　ナー、フライトショー、模擬店多数

問 日本航空学園　☎ 0768-26-2255

特別企画・特得企画

　◆対象者：内灘町以北の住民

　◆期　間：令和元年７月20日～
                           　令和２年３月31日帰着分まで

　◆一人当たりの割引額

　　Ａ　羽田乗継で日本各地へ　　　　　　　9,000円

　　　：羽田と乗り継ぎ目的地間の航空機往復利用

　　Ｂ　東京ディズニーリゾート　　　　　　6,000円

　　　：旅行日程に東京ディズニーリゾートの利用が

あり、1DAYパスポート以上のチケットを購入

　　＊対象外：修学旅行参加者、公務出張、

　　　　　　　Ａは３歳未満、Ｂは４歳未満

　　＊能登羽田便を往復利用（往路は748便に限る）

　　　欠航による場合を除く

　　＊さらに各市町からの助成金も受けられます。

　　＊本同盟会の他の助成金との併用不可

　　＊Ａ・Ｂは併用不可

　◆上記Ａ・Ｂで発生する宿泊費、航空運賃、パスポー

ト代等を同盟会に加盟する旅行会社いずれか１店

舗ですべて手配する。

 のと里山空港

「空の日」フェスタ

◆

◆
　
　

問

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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令和改元記念特別企画

中能登地域限定特得企画

　上記特別企画に対する中能登地域住民で先着申し込
み300名様限定特得企画

　◆ 一人当たりの割引額

　　上記Ａ・Ｂの旅行に対し１名につき割引額として
　　1,000円を加算しＡ10,000円、Ｂ7,000円

　◆対象者

　　中能登地域住民（七尾市、羽咋市、志賀町、中能
　　登町、宝達志水町の5市町限定）

◎詳細については下記までお問合せ願います。

問 のと里山空港利用促進同盟会

　☎ 0768-26-2366

★同時開催イベント★
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