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上田さん(中央左)と梶さん(中央右)
後列左から蟹屋敷副会長、梶会長、坪野事務局長

　８月26日（月）、志賀町グラウンドゴルフ協会の梶未枝子
さん（高浜町）、上田よし子さん（八千代）が志賀町役場を訪
れ、小泉町長、間嶋教育長に９月の茨城国体への出場を報
告しました。
　梶さんは昨年に引き続いての出場、「今年は、悔いのない
プレーを心がけます」と、今年初出場の上田さんは「とにか
くがんばります」と意気込みを話しました。

全国大会に向け決意
志賀町グラウンドゴルフ協会

　８月28日（水）、志賀町文化ホールで、高浜地区防犯委
員会による「防犯教室」が行われました。
　宝達志水町の元保育士を中心に作られたボランティア
グループ「すかんぽの会」による寸劇では、振り込め詐欺
など特殊詐欺について具体的に学び、防犯意識を高めま
した。
　また寸劇のあと、羽咋警察署職員から田舎で多くなっ
ている無施錠家屋の被害についてふれ、鍵かけの徹底に
ついて周知するよう話されました。

寸劇で特殊詐欺の手口学ぶ
高浜地区防犯委員会

「すかんぽの会」の防犯寸劇

図書館職員から「深井文庫」について
説明を受ける深井さん（手前）

深井人詩さん講演
　９月８日（日）、いこいの村能登半島で、志賀町出身の
書誌学者、深井人詩さんによる「大伴家持と書誌学～石
川県羽咋郡志賀町・土田村新林に生まれて～」と題した
講演が行われました。
　深井さんは長年、早稲田大学図書館で司書として勤め
ながら、「書誌学」を学び、自ら「書誌」に関する著作を多
数発行し続けました。また『書誌年鑑』の創刊により第３
回図書館サポートフォーラム賞も受賞されております。
　この日は深井さんたちが主催する「文献探索研究会」の
能登での研究会が当町を会場に開催されました。

研究会会員のほか、地元地域の深井さんを知る人、万葉
集に関心のある人、図書館に勤めたことがある人などが
集まり、深井さんのユーモアあふれる話にあっという間
の２時間が過ぎてしまいました。
　深井さんは、研究会のあと、自分の資料を託した町立
図書館に設置されている「深井文庫」を見学されました。

※「書誌学」とは、書籍、本そのものが、どういったもの
であるかという事を正確に記述した「書誌」に関する学問
をいいます。

文献探索研究会　能登で開催

故郷で地域の人を招いて講演した深井さん
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小学生低学年の部の入賞者

　８月31日（土）、建部神社境内（富来地頭町）で、能
登全域の小中学生が２人１組で和太鼓の腕前を競う、
太鼓打ち競技会が開催されました。
　小学生低学年の部、高学年の部、中学生の部の３部
門で行われ、会場は太鼓の音と打ち手の掛け声が響き、
盛り上がりを見せました。毎年、子供ならではの柔軟
なバチさばきに注目が集まる大会です。

能登の小中学生が技を競う
子供太鼓打競技大会富来大会

小学生高学年の部入賞者（手前）
と中学生の部入賞者

大会成績
○小学生　低学年の部
   優勝　平野結花・辻口璃衣紗（土田子供太鼓）
   ２位　長根尾理玖・犬原　渚（増穂少年八幡太鼓教室）
   ３位　望月誠士・野崎瑛斗（宝達志水すぎの子太鼓）
○小学生　高学年の部
   大関　尾崎　熙・山本颯樹（輪島キリコ太鼓 絆）
   関脇　浅野恵臣・高山凛桜（増穂少年八幡太鼓教室）
   小結　関口美咲季・中谷瑞輝（増穂少年八幡太鼓教室）
○中学生の部
   大関　岡島瑠奈・板倉     唯（加茂太鼓倶楽部）
   関脇　吉浦寧々・大積聖愛（輪島和太鼓虎之介）
   小結　辻口璃乙・山澤未結（土田子供太鼓）

　９月11日（水）、百沼比古神社境内で火焚祭が行
われました。古来より伝わる神事で、神輿が巡幸を
終えて神社に還御（かんぎょ）すると、藁に火が焚か
れ、その火中を火が消えるまで神輿が何度も駆け抜
けるというものです。
　以前は境内周囲の枝木を伐採したものを焚いてい
ましたが、近年では藁を山に盛り上げ焚くように
なっています。昔から一人のけが人も出すことがな
いと今に伝わっています。

火焚祭（ほたこまつり）※ほだこ、ほたきとも云う

百沼比古神社(百浦)

百沼比古神社について
　北九州志

しかのしま

賀島辺に住み、玄界灘を生活の場とする安曇族

が、山彦と豊玉姫命を盟主と仰ぎ、北の海に新天地を求

め、出雲、丹後、若狭から能登へとたどり着いたのは今か

ら２千年くらい前のこと。漂着したところが今の百浦の地、

桃の木で作った船に乗ってきたので、この地を桃浦と名づ

けたという。山彦はここで百
ももぬまひこのみこと

沼比古命と名を変え、一族と

ともにここを終生の地とした。命
みこと

の死後、その子孫が彼を

氏神様として、百沼比古神社に祀った。

　これが社伝として残る物語である。（文・室矢幹夫）
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プレミアム付商品券についてプレミアム付商品券について

問 健康福祉課 ☎ 32-9131

もう申請はお済ですか？

申請受付は11月30日（土）までです、ご注意ください。

商品券を購入できる人は？
① 2019 年の住民税が課税されていない人　
　（住民税が課税されている人に扶養されている人、生活保護の受給者を除く。）

② 2016年４月２日から2019年９月30日までに生まれた子のいる世帯の世帯主
※①②両方の要件に該当する人は、両方とも対象になります。

①の対象者には、申請書を送付しました。希望の人は申請書を返送してください。

（②の対象者は不要です。）

【申請】　申請書が送られてきた人は、必要事項記入の上、返送してください。

申請は　11 月 30 日㊏　までです。

【購入】　申請された人に購入引換券が届きます。購入引換券を持って、

志賀町商工会　か　富来商工会　のどちらかで商品券を購入してください。
商品券は一度に対象分購入しなくても期間内であれば 5回に分けて購入できます。

ただし、購入期間は　10 月 1 日㊋～令和 2 年 1月 31 日㊎　です。

【使用】　商品券の利用は　取扱店一覧の店舗　で使用できます。

商品券の使用期間は　10 月 1 日㊋～令和 2 年２月 29 日㊏　です。

② 2016年４月２日から2019年９月30日までに

　 生まれた子のいる世帯の世帯主

① 2019年の住民税が課税されていない人　
　（住民税が課税されている人に扶養されている人、生活保護の受給者を除く。）

↓

↓

↓

↓

プレミアム付商品券の申請、購入、使用のながれ

【申請】　申請は必要ありません。

【購入】　対象者に購入引換券が届きます。購入引換券を持って、

志賀町商工会　か　富来商工会　のどちらかで商品券を購入してください。
商品券は一度に対象分購入しなくても期間内であれば 5回に分けて購入できます。

ただし、購入期間は　10 月 1 日㊋～令和 2 年 1月 31 日㊎　です。

【使用】　商品券の利用は　取扱店一覧の店舗　で使用できます。

商品券の使用期間は　10 月 1 日㊋～令和 2 年２月 29 日㊏　です。
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取扱店名 地区
松本石油・富来バイパス SS

東増穂地区レディスとぎ
Aコープ富来店
奥下建設株式会社

西増穂地区辻商店
手崎衣料品店
きのした

西海地区
西海水産
カネヨ醤油 西浦地区

志賀地域　
取扱店名 地区

あかがわ

高浜地区

あけぼの美容室
あぶらたに
ウイングのとや
神谷生花店
クスリのアオキ　志賀高浜店
シャディ　ナカガワ
シューズショップ　やはぎ
ショップス　マキホカ
じんずし　高浜店
末吉電業
大栄商事
高瀬商店
高浜自動車整備工場
田中写真館
長寿庵
ツツ井時計店
とくらく寝装
どんたく高浜店
中越自動車
中嶋金物店
日本料理　坪の屋
八郎商店
パティスリーナカジマ
伴長商店

取扱店名 地区
美容室　シャレット

高浜地区

ファミリーマート　志賀高浜店
ファミリーマート　能登高浜店
宝達菓子店
まつうら電器
むろ美粧センター
山久衣料
らーめん食堂花や
CAVES DE LA ますもと
STIHL Shop GROWING
Y ショップやまの
いこいの村能登半島

志加浦地区

小倉商店
家族コテージ　ノトイエ
小泉石油店
塩津本酒店
志賀の里ストアー
鈴木衣料店
アクアパーク　シ・オン

堀松地区

池田商事
岡部電機商会
志賀農業協同組合
酒友館
スーパーセンター　ロッキー志賀の郷店
高浜タクシー

取扱店名 地区
中華レストラン唐人

堀松地区

能登旬菜ダイニング市左衛門
ハートランドヒルズ in 能登
花や 249
ファミリーマート　志賀堀松店
ペンション＆カフェ クルーズ
みちのえき 旬菜館
民宿志賀
BOOK'S 北市
DOG SALON bond
Royal Hotel 能登
小波瓦工業 上熊野地区
稲岡自動車＆石油

土田地区
三盛商店
多村商店
畑山興建
ファミリーマート　志賀町土田店
安中モータース 下甘田地区
上杉モータース

中甘田地区
和光産業

富来地域
取扱店名 地区

小川商店 熊野地区
いさりび菊や

富来地区

イトウ
ウイング重内
御菓子のこぼり
小川電設
お好み＆ランチ　ポルポ
笠原健招堂薬局
金谷自動車
かわさき
川田サイクル＆マリン
クリーニングほうはし
小間呉服店
こまつ時計店
シーサイドヴィラ渤海
重内新宅
全日食チェーンさもん
高領石油
ちょっきんいわさき
寺岡精肉
てらおか風舎富来本店
トギストア
とくだストア
能登石油
ハウステリアかわらや

取扱店名 地区
橋爪電気設備工業

富来地区

ハタノフォート
８番らーめん富来店
はまのデパート
はまや印刷
１００円ショップポピア
美容室テリナ
ファッションシーバス
ファミリーマート　志賀富来店
フレッシュ・ジャパン
ポケット
ミキオート
やすい
ヤマ時計店
やまもと衣料品店
八幡屋
ワイン＆フーズよしべ
長根尾電気商会 稗造地区
電気のかわばた

東増穂地区

戸坂運送店
能登金剛交通
ファミリーマート志賀町ますほ店
プラージュ
ホームセンターロッキー富来店
松本工業株式会社

【 志賀町プレミアム付商品券　取扱店一覧 】

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）

 

有
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取扱店は随時増えています。
ここに掲載のない店舗でも
今後取扱いを始めることがあります。




