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　家庭で不要になったインクカートリ

ッジ・トナーカートリッジが持ち込み

できます。なお、収集品目以外の持ち

込みはご遠慮ください。

設置場所

市内リサイクルステ

ーション、市役所総

合案内、駅前行政サ

ービスセンター、南

部行政サービスセン

ター

問　エコロジー推進課　☎24・8069
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小松市公式ページ
「いよっ小松」で検索フェイスブック
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一部の施設名を省略表記しています　　こまつ芸術劇場うらら→うらら　

第一地区コミュニティセンター→第一コミセン　サイエンスヒルズこまつ→ヒルズ

くらしの

かんづめ

くらしのかんづめ

　　　　インクカートリッジ・

　　　　トナーカートリッジ

　　回収BOXを設置しました。

くらし

こども医療費助成の窓口
無料化対象を拡大します

　10月から県内の柔道整復師（接骨院

など）による施術を受けた場合も、受給

者証と健康保険証の提示により窓口で

の保険診療費の支払いが無料になりま

す。また、医療機関などの窓口で保険

診療費を支払った場合は、診療月の翌

月から1年以内であれば申請により払

い戻しを受けられます。

問　こども家庭課　☎24・8057

こまつ病児保育ルーム
利用料の無料化について

　生活保護世帯及び市民税非課税世帯

の小学6年生までの子供が、こまつ病児

保育ルームを利用した際の利用料が無

料になります。※食事・おやつ代、延長

料金を除く。

補助限度額　1,500円/回

問　こども家庭課　☎24・8057

10月からごみに関する
料金を変更します
◎エコロジーパーク搬入手数料

　ごみ10㎏当たり100円→102円（重量

で計算した後の金額から100円未満を

切り捨て）

◎スプリング入り廃棄物加算手数料の

新設

　スプリング入りのソファやマットレ

スを廃棄するときに1個当たり500円の

手数料を加算します。

◎ごみダイエット袋

　Lサイズ（45L）の価格…1パック120円

→125円※それ以外のサイズは価格を

据え置きます。

問　エコロジー推進課　☎24・8069

剪定枝・木くず特別収集

とき　①10月15日㈫、 ②28日㈪いずれ

も7時～8時30分

ところ　①市リサイクルステーション

3号店（大領町）、②市リサイクルステー

ション4号店（河田町）

問　エコロジー推進課　☎24・8069

10月から地方税共通納税
システムがスタートします

　eLTAXを利用して、全国の地方公共

団体へダイレクト納付（口座振替）など

により、市県民税（特別徴収）、法人市

民税を電子納税できるようになります。

詳細はeLTAXホームページをご覧くだ

さい。

問　納税課　☎24・8034

スマートフォンからの
納税について

○消費税率変更により、クレジット支

払い手続きの際に掛かるシステム利用

料が変わりますのでご注意ください

（上下水道料金は不要です）。

○ヤフーアプリ収納は9月30日からPay

Pay収納になりました。詳しくはPayPay

ホームページを確認ください。

対象の税・料金　市県民税（普通徴収）、

固定資産税、軽自動車税、国民健康保

険税、介護保険料、後期高齢者医療保

険料、上下水道料金

問　納税課　☎24・8034

小松市墓地の使用区画の
申し込み

　向本折町の小松市墓地内の使用区画

（21区画）の受け付けを開始します。

公募期間　11月18日㈪～12月13日㈮

永代使用料　170,000円/㎡（市外在住

者は255,000円/㎡）

予定区画　

そのほか　応募多数の場合は12月26日

㈭に抽選を行います。詳しくは市ホー

ムページをご覧になるか、お問い合わ

せください。

問　建築住宅課　☎24・8159

せんてい

2㎡以上3㎡未満

3㎡以上4㎡未満

4㎡以上5㎡未満

5㎡以上6㎡未満

6㎡以上7㎡未満

7㎡以上

2区画

7区画

5区画

5区画

1区画

1区画
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ウイルス性肝炎講演会・
相談会

とき　10月28日㈪講演会：14時30分

～15時30分、個別相談（予約制）：15時

40分～16時30分

ところ　南加賀保健福祉センター

内容　講演会「B型肝炎、C型肝炎につ

いて～正しい知識と最新の治療～」（講

師：金沢大学附属病院　地域医療教育

センター特任教授　島上哲朗）、個別相

談

対象　肝炎患者及びその家族、関心の

ある人など

参加費　無料

申し込み　10月21日㈪までに南加賀保

健福祉センター企画調整課　☎22・07

91

問　いきいき健康課　☎24・8056

すまーとの会（ストマを使
用する患者の会）

とき　10月29日㈫14時～16時

ところ　小松市民病院南館4階

内容　皮膚科医師による「皮膚トラブル

について」や、ソーシャルワーカーによ

る「活用できる制度」の講義、ストマを

使用する患者の情報交換

対象　ストマを使用している患者とそ

の家族。どの病院に掛かっていても参

加できます。

参加費　無料

持ち物　ストマパウチ

申し込み　10月28日㈪までに小松市民

病院つながるサポートセンター　☎

22・7111

バリデーション講演会

とき　11月9日㈯13時30分～16時30分

ところ　市民センターセミナールーム

内容　認知症の人とコミュニケーショ

ンを取る方法の1つ「バリデーション」

について学ぶ講演会（講師：公認日本バ

リデーション協会代表　正垣幸一郎）

対象　市民、市内医療・介護職員、ボ

ランティアなど

定員　100人（先着順）

参加費　無料

申し込み　11月1日㈮までにこまつも

しもしセンター　☎20・0404

問　長寿介護課　☎24・8168

こまつ食彩朝市＆講習会

◎食彩朝市

とき　10月12日㈯8時～

内容　地元で採れた新鮮な野菜、味噌、

漬物、惣菜などの農産加工品、切り花

などの販売

◎農家がおしえる講習会

「糀と味噌で作る調味料と漬物作り」

とき　10月12日㈯8時30分～

定員　20人（先着順）

参加費　1,000円（材料費込み）

持ち物　エプロン、三角巾、手拭きタ

オル、筆記用具

申し込み　こまつもしもしセンター　

☎20・0404

ところ　いずれもこまつ食彩工房（西

軽海町）

問　農林水産課　☎24・8078

声の広報

お茶の間ガイド
金曜日19時55分～

（再放送：土曜日7時55分～）
ラジオこまつ（FM76.6）
火曜日12時30分～13時ラジオ広報

認知症ケアコミュニティ
マイスター養成公開講座

とき　10月12日㈯10時～16時

ところ　コミュニティスペースとんと

んひろば（小馬出町35-1）

内容　講演「認知症と排泄ケア」「排泄

ケアの事例検討」（講師：コミュニティ

スペースややのいえ代表　榊原千秋）

参加費　無料

問　NPO法人いのちにやさしいまちづ

くりぽぽぽねっと　☎23・7307　長寿

介護課　☎24・8168

糖尿病教室

とき　10月17日㈭10時30分～11時30分

ところ　小松市民病院南館4階

内容　糖尿病とは（医師）、お口の中気

にしていますか（歯科衛生士）など

参加費　無料

問　小松市民病院つながるサポートセ

ンター　☎22・7111

市民公開講座
「明日を生きる   がん治療」
とき　10月19日㈯13時～15時15分

ところ　第一コミセン

内容　医師による「胃がん診療の現状」

「今、話題のがん診療」について

定員　200人（先着順）

参加費　無料

申し込み　小松市民病院つながるサポ

ートセンター　☎22・7111

うつ病家族教室

とき　10月29日㈫14時～16時

ところ　南加賀保健福祉センター1階

大会議室

内容　講演「うつ病の理解と対応」と家

族交流会（講師及び助言者：加賀温泉駅

前こころクリニック　長谷川英裕）

対象　うつ病患者の家族

参加費　無料

申し込み　10月23日㈬までに南加賀保

健福祉センター健康推進課　☎22・07

96

問　ふれあい福祉課　☎24・8052

第2水曜日の北國･北陸中日
新聞朝刊に掲載新聞広報

小松市公式アカウント
komatsu_japanインスタグラム

小松市公式アカウント
@komatsu_cityツイッター

行事･募集

くらしのかんづめ

芦城センターの
休館について

　改修工事のため、ご迷惑をお掛けし

ますがご理解とご協力をお願いします。

新しい使用形態などは決まり次第、市

ホームページなどでお知らせします。

休館期間　10月1日㈫～令和2年5月31

日㈰

問　はつらつ協働課　☎24・8397

小松加賀斎場
10月休館日を変更します

休館日　10月22日㈫㈷

※10月7日㈪は営業します。

問　小松加賀斎場さざなみ　☎46・

5600

一日合同行政相談所を
開設します

　くらしの中の様々な困りごとについ

て、気軽にご相談ください。

とき　10月25日㈮13時～16時

ところ　イオンモール新小松3階イオ

ンホール

相談内容　登記、税金、雇用、年金、遺

言、相続、成年後見、法律相談、国・

県・小松市の仕事について

参加予定機関　金沢地方法務局、石川

労働局、小松年金事務所、石川県、金沢

弁護士会、北陸税理士会、石川県司法

書士会、石川県行政書士会、人権擁護

委員、行政相談委員、総務省行政相談

センターきくみみ石川、小松市

そのほか　相談無料、予約不要、秘密

厳守

問　総務省行政相談センターきくみみ

石川　☎076・222・5232　あんしん

相談センター　☎24・8070

コンビニ交付サービスの
一時休止

　システム改修のため、個人番号カー

ド（マイナンバーカード）による住民票

などのコンビニ交付を一時休止します。

とき　10月30日㈬終日

問　市民サービス課　☎24・8064

第20回市民センター
グラウンドゴルフ大会

とき　10月12日㈯8時～12時 ※雨天時

は19日㈯に延期

ところ　市民センター多目的広場

内容　32ホール・ストロークプレー男

女別、個人戦

対象　市内在住または在勤の人

定員　200人程度（先着順）

参加費　500円

申し込み　10月11日㈮17時までに参加

費持参で市民センター　☎24・6101

拉致問題啓発舞台劇公演
「めぐみへの誓いー奪還ー」
とき　10月19日㈯14時～16時30分（13

時30分開場）

ところ　根上総合文化会館音楽ホール

「タント」

定員　500人（先着順）

参加費　無料

申し込み　能美市総務部危機管理課　

☎0761・58・2201

問　管財総務課　☎24・8023

サイエンスヒルズこまつイベント情報　　　観覧料：大人500円、高校生以下250円

JAISTフェスティバル

とき　10月19日㈯10時～16時

ところ　北陸先端科学技術大学院大学

（能美市）

内容　研究紹介、ロボット展示、アミ

ューズメント企画、地元ゆるキャラ大

集合、かがく教室、公開講座、見学ツア

ー、スタンプラリー、パズル体験＆ゲ

ームコーナー、地元石川県のアイドル

グループによるライブ、飲食店など

入場料　無料

問　北陸先端科学技術大学院大学総務

課　☎0761・51・1042　国際＆経営政

策課　☎24・8037

ドライリース教室

とき　10月19日㈯19時～20時30分

ところ　国府公民館

内容　ドライフラワーでリースをつく

ります。

定員　10人（先着順）

参加費　2,700円（材料費、受講料込み）

申し込み　国府公民館　☎47・0342

◆3Dスタジオ人気番組

「宇宙エレベーター」再上映

とき　10月1日㈫から毎日13時30分～14時10分

ところ　3Dスタジオ

定員　120人（当日先着順）　

参加費　観覧料

◆宇宙ナビ  講演会「君は宇宙閉鎖環境で暮らせる？」

とき　11月2日㈯11時～12時

ところ　3Dスタジオ

講師　宇宙航空研究開発機構（JAXA）主任医長　鈴木豪

定員　120人（先着順、事前申し込み）　　

参加費　無料

◆体験教室　小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。

申し込み　①は当日先着順、②はヒルズホームページから

問　ひととものづくり科学館　☎22・8610

◆3Dスタジオ特別番組

「CAPCOM GO！＆今日の星空」

　月面着陸から50年。アポロ計画の歴史を上映します。

とき　10月12日㈯17時～17時50分

ところ　3Dスタジオ

定員　120人（当日先着順）　

参加費　観覧料

◆スターウォッチング　十三夜の翌日

とき　10月12日㈯18時～19時（曇雨天中止）

ところ　屋外　

参加費　無料

医療･福祉

そうざい

こうじ

み　そ

教室名 とき 対象・定員 参加費

① 紙トンボプロペラをとばせ！
10月5日㈯、6日㈰いずれも10時～11時、13時10分

～14時10分、26日㈯13時30分～14時30分

小学生以上

各15人
200円

② スイートポテトを作って食べよう
10月13日㈰、14日㈪㈷、20日㈰いずれも10時～11

時、13時10分～14時10分、14時40分～15時40分

幼児以上

各20人

200円（別途

観覧料必要）
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小松市役所問い合わせ
総合案内　☎20・0404こまつもしもしセンターくらしのかんづめ

　頼朝から逃れ、奥州を目指す義経一行が立ち寄ったといわれる小松安宅の関。

歌舞伎でもおなじみの勧進帳のものがたりは、今も人々の心を打ってやみませ

ん。義経や弁慶など、歴史上の人物に関わりのある自治体が集い、全国各地に

広がる歴史や伝承を通して、歴史を生かしたまちづくりについて話し合います。

と　き　11月6日㈬16時30分～18時50分（受付時間16時～）

ところ　ホテルビナリオKOMATSUセントレ（日の出町4-93）

内　容　16時30分～　

　　　　■オープニング：「安宅木遣り音頭」安宅町曳船保存会

　　　　■基調講演：「能『安宅』から歌舞伎『勧進帳』へ

　　　　　　　　　　　　びっくりアレンジの裏側」

　　　　　　　　　　古典芸能解説者　葛西聖司さん

　　　　17時50分～

　　　　■パネルディスカッション：

　　　　　「まちづくりを歴史から語る」

定　員　200人（先着順）

参加費　無料

申し込み・問い合わせ　観光文化課　☎24・8076

第14回義経・与一・弁慶・静・継信・忠信
　　　　　　　　　　　　　　   合同サミット in 小松

　松尾芭蕉が奥の細道の旅の途中、小松を訪れて以来、今年で330年。市内に残

る芭蕉の足跡をたどるバスツアーです。

とき　11月24日㈰9時～12時

集合場所　公立小松大学 東側

行き先　多太神社、小松天満宮、博物館（特

別展観覧）、莵橋神社、すわまへ芭蕉公園

定員　30人（先着順）

参加費　600円（拝観料、入館料）

申し込み　観光文化課　☎24・8130

奥の細道紀行330年記念
「探訪！奥の細道ゆかりの地　小松」バスツアー

募集職種　技術職員 

採用予定人数　2人

採用予定日　令和2年4月1日までのできるだけ早い時期

勤務地　粟津キャンパス 

申込期限　10月31日㈭

申し込み　①履歴書、②学位記、資格・免許などのコピー、③自己の能力・資

格などをアピールする書面を公立小松大学総務課人事係まで提出。

そのほか　詳しくは公立小松大学ホームページをご覧ください。

問　公立小松大学総務課人事係　☎41・6700

公立大学法人公立小松大学職員採用試験

シルバー感謝祭＆
せせらぎの郷紅葉祭り

とき　10月27日㈰10時～15時

ところ　せせらぎの郷

内容 　ひゃくまん穀おにぎりや海鮮鍋

の振る舞い、模擬店、手作り品販売など

そのほか　2019ジュニアダンスコンテ

ストinせせらぎの郷同時開催

問　シルバー人材センター　☎47・28

55

憩いの森「秋の祭典」

とき　10月27日㈰10時～15時30分（雨

天決行）

ところ　憩いの森

内容　地元こども園によるアトラクシ

ョン、木工クラフト、チェーンソーア

ート実演、飲食コーナーなど

問　農林水産課　☎24・8079

園芸まなび会
テーマ「薬草」

とき　10月27日㈰10時30分～12時

ところ　憩いの森（集合場所：ふれあ

い広場ステージ横テント）

内容　薬草園散策と薬草茶の試飲など

定員　20人程度（先着順）

参加費　無料

申し込み　10月25日㈮までに緑花公園

センター　☎24・8102

危険物取扱者試験
基礎講習会

とき　10月29日㈫、30日㈬いずれも9

時30分～17時

ところ　小松商工会議所

定員　50人（先着順）

参加費　4,000円

申し込み　10月7日㈪～25日㈮に消防

本部予防政策課　☎20・2708

第21回小松市小学生駅伝
大会参加チーム募集

とき　11月3日㈰㈷8時から受け付け

ところ　小松運動公園内遊歩道

対象　市内在住の小学4～6年生による

男女別1チーム5人（1人約1.3km）

参加費　無料

申し込み　10月11日㈮までに小松市ス

ポーツ協会　☎23・5961

紅葉の奥城山に
登りませんか

とき　11月10日㈰9時～15時

集合場所　大杉みどりの里

対象　小学3年生～70歳代の人（小・中

学生は保護者同伴）

定員　30人（先着順）

参加費　無料

そのほか　下山後は大杉みどりの里で

入浴できます。

申し込み　大杉みどりの里　☎46・1812

護身術講座

　日常生活で起きる予期しない暴力か

ら、自分の体を守る方法を身に着ける

講座です。自分の手を掴まれたとき、

どうやって相手の手を外せばよいのか

など、実技を通して学びます。

とき　10月～令和2年2月の間で50分程

度（日時は相談に応じます）

ところ　市内であれば、どこでも可　

講師　小松警察署生活安全課所属の警

察官　　

対象　市内の学校（大学、専門学校含

む）や企業、地域団体など

定員　20～100人程度（応相談）

参加費　無料

申し込み　あんしん相談センター　☎

24・8070

小松市交通安全市民大会

とき　10月23日㈬14時～

ところ　市民センター大ホール

内容　交通安全功労者表彰、交通安全

宣言など

問　市民サービス課　☎24・8217

ドローン講習

とき　11月12日㈫、13日㈬いずれも9

時～16時（全2回）

ところ　市民センター

内容　ドローンの空撮に必要な知識と

技能を習得する講習会

対象　申込時にシルバー会員でない人

で、受講後にシルバー会員として就業

を目指す市内在住の60歳以上の人

定員　12人（先着順）

参加費　無料

申し込み　10月29日㈫までにシルバー

人材センター　☎47・2855

第15回ふるさと小松検定

とき　11月17日㈰初級：9時～、中級：

10時～、上級：11時～、メモリアルコ

ース（おくのほそ道紀行330年芭蕉とこ

まつ）：12時～

ところ　第一コミセン※昨年度までと

会場が異なります。

参加費　一般500円、高校生以下無料

申し込み　10月31日㈭までに小松商工

会議所　☎21・3121　　21・3120

問　はつらつ協働課　☎24・8397

小松商工会議所
各種検定

◎第153回日商簿記検定1～3級

試験日　11月17日㈰

ところ　小松商工会議所

受験料　1級：7,850円、2級：4,720円、

3級：2,850円

申込期限　10月25日㈮

◎第27回環境社会検定【ECO検定】

試験日　12月15日㈰

ところ　小松商工会議所

受験料　5,500円

申込期限　11月1日㈮

問　小松商工会議所　☎21・3121

中ノ峠物産販売所
秋の峠まつり

とき　10月20日㈰10時～15時

ところ　中ノ峠物産販売所

内容　岩魚のつかみ取り・塩焼き、岩

魚の押し寿司、地元の新鮮野菜、うど

ん・そばなどの販売

問　中ノ峠物産販売所　☎47・5263

お孫カフェin小松
（孫育て）
　最近の子育てに関する話を聞いて、

座談会形式で語り合う会です。

とき　10月23日㈬10時～12時

ところ　こまつ親子つどいの広場（市

民センター内）

対象　孫育て中の人、これから孫育て

に関わる人。家族の人も一緒に参加で

きます。

定員　20人（先着順）

参加費　無料

申し込み　（公財）いしかわ結婚・子育て

支援財団　☎076・255・1543　　076・

255・1544　　info@i-oyakomi.net※メ

ールの場合は、件名に「お孫カフェ小

松」と明記してください。

問　こども家庭課　☎24・8073

第11回歩こうよ
前川ウオーキング

とき　10月27日㈰9時～

集合場所　末広緑地公園

内容　前川の水辺空間を楽しめる6.7㎞

のウオーキングコースを歩きます。

対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員　200人（先着順）

申し込み　「ウオーキングネット・前

川」協議会事務局（道路河川課内）　☎

24・8085

※いずれも先着順

申し込み　10月1日㈫から公会堂施設管理事務所　☎22・3141　　

公会堂主催教室（10月～3月期）

▲斎藤別当実盛の兜（国指定重要文化
財・多太神社〈上本折町〉蔵）

教室名 開始日 回数 曜日 時間 対象 定員 受講料

キーボード 10月4日 12回 第1・3金曜日 10時～11時30分 60歳以上 15人 4,000円

茶道 10月4日 12回 第2・4金曜日 13時30分～15時30分 年齢制限なし 15人 4,000円
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契約先の携帯電話会社から

「キャリア決済※1が不正利用

された可能性がある」というショート

メッセージ（SMS）を受け取った。SMS

内のURLにアクセスし、アカウント※2

のIDやパスワードを入力したところ、

後日、身に覚えのない請求が発生した。

くらしのかんづめ

賢い消費者になろう

消費せいかつ
VOL.

124

あんしん相談センター　☎24・8071

消費者ホットライン　　☎188
問い合わせ

事例

トラブル回避のポイント

◆公式のSMSを装い偽のURLにアクセ

スさせて、重要な個人情報を盗み出

すフィッシング詐欺が増えています。

◆心当たりのないSMS内のURLには

注意し、安易にアクセスしないよう

にしましょう。 

◆ID、パスワードなどを入力してし

まった場合は、速やかにパスワード

を変更しましょう。

歴史の道散策　菩提峠・
戸谷隧道（大杉トンネル）

とき　11月24日㈰9時集合

集合場所　里山自然学校こまつ滝ヶ原

対象　小学3年生～70歳代の人（小・中

学生は保護者同伴）

内容　大杉から滝ケ原まで約6㎞を散

策します。

定員　20人（先着順）

参加費　1,000円（昼食代）

申し込み　大杉みどりの里　☎46・

1812

観光ボランティアガイドと
めぐる小松

◎加賀百万石ウオーク

　小松観光ボランティアガイドの会

「ようこそ」がご案内します。

①浮島の小松天満宮

とき　10月の毎日9時～15時の間で希

望に応じて1時間程度

集合場所　小松天満宮駐車場

参加費　無料

②芭蕉が歩いた小松路を訪ねて

とき　10月の毎日9時～15時の間で希

望に応じて2時間30分程度

集合場所　市役所もしくはJR小松駅

参加費　500円（建聖寺、多太神社宝物

館入館料）

定員　最少実施人数2人

申し込み　開催4日前までにこまつ観

光物産ネットワーク　☎21・8208

◎小松駅駐在観光ボランティアガイド

とき　10月の毎週土・日曜日9時30分

～16時

内容　小松駅周辺を希望に応じて案内。

駐在場所　JR小松駅観光情報センター

参加費　無料（拝観料が必要な場所も

あります）

そのほか　事前予約も受け付けます。

申し込み　こまつ観光物産ネットワー

ク　☎21・8208

8月の寄附（敬称略）

▽社会福祉へ　石崎和枝（河田町）

▽こども福祉基金へ　㈲吉田運輸建設

（島田町）

そのほか

フィッシング詐欺にご注意を！
本物と見分けが付かないほど巧妙化

1

2

3

4

こますけくん　　第6回　　　絵：べに 　（小松市立高校芸術コース美術専攻）
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市民相談 10/1 11/10
※相談はすべて無料です。秘密は守られます。

　相談日はいずれも祝日を除きます。

※1　商品代金を通信料とまとめて支払う
決済サービス
※2　コンピューターサイトなどにログイ
ンするための権利

南加賀急病センター（小松市民病院南館1階併設）　【小児科・内科】　☎23・0099

月～土曜日：19時～22時30分　日曜日・祝日：9時～12時、13時～22時30分

いきいき健康課　☎24・8161

●保健師・管理栄養士による健康相談

とき　月・水・金曜日（祝日除く）13時

15分～15時15分

ところ　市役所1階

●心理相談員によるこころの相談

とき　10月10日㈭、11月14日㈭いずれも

13時～または14時40分～

ところ　市役所

●血管若返り運動教室

とき　10月16日㈬13時30分～15時

期間　6カ月（月1回）

ところ　第一コミセン

内容　自宅でできる筋力運動、有酸素

運動、健診結果・運動効果の説明

対象　40～74歳で、平成29年度以降の

健診結果が要指導、要医療の人

持ち物　健診結果、運動靴、飲み物、タ

オル、運動できる服装

休日・夜間医療情報

母子の相談・教室

今月の

　ハッピースマイル

今月の

　ハッピースマイル

今江町

吉 田    煌 生 くん

　　　　　　   　     （2歳）

Happy Smile

子育て＆健康づくり

こう せい

育児相談ダイヤル   ☎21・0101

健康づくりの相談・教室（予約制）予約制

すこやかセンター　☎21・8118

●育児相談

とき　10月7日㈪、11月5日㈫いずれも

9時30分～11時

ところ　すこやかセンター

●両親学級

とき　10月18日㈮19時～21時

ところ　すこやかセンター

内容　赤ちゃん人形を使っての抱っこ

やもく浴（お風呂の入れ方）体験、栄養

士による食事の講話、妊婦体験ジャケ

ット試着（希望者）

対象　妊娠中期ごろの妊婦とその夫

定員　18組（先着順）

持ち物　母子手帳、動きやすい服装

月～金曜日（祝日除く）8時30分～17時

予約制とき ところ 問い合わせ

弁護士
（予約制1日5人）

同一案件
年1回限り

10/2,9,16,23,11/6
いずれも水曜日

13時～
15時30分

あんしん相談
センター

（予約先）
もしもしセンター
☎20・0404
※ 相 談 日 の1週
間前から予約可

10/24㈭
南部行政サー
ビスセンター

10/1,15
いずれも火曜日

駅前行政サー
ビスセンター

10/8㈫ 第一コミセン

司法書士
（成年後見含む）
（予約制1日6人）

10/18㈮ 13時～16時

あんしん相談
センター

登記
（予約制1日4人）

10/11,11/8
いずれも金曜日

13時～15時

クレサラ・
多重債務

（弁護士相談）

10/11,25,11/8 い
ずれも金曜日※前
日までに要予約

10時～12時

あんしん相談
センター
☎24・8070

くらし困り
ごと相談

10/3,17,11/7
いずれも木曜日

13時～15時

あんしん相談
センター

10/8㈫
南部行政サー
ビスセンター

10/24㈭
駅前行政サー
ビスセンター

公証人 10/15㈫
13時～
14時30分

あんしん相談
センター

行政書士 10/7㈪ 13時～15時

社会保険
労務士

10/25㈮ 13時～15時

交通事故 次回は1/28㈫ 13時～15時

とき ところ 問い合わせ

消費生活 月～金曜日 9時～17時

あんしん相談
センター

あんしん相談
センター
☎24・8071

DV・性暴力 月～金曜日 9時～17時
小松市パープル
ほっとライン
☎24・8178

心配ごと 毎週土曜日

13時30分～
15時30分

社会福祉
協議会

社会福祉
協議会
☎22・3354

結婚 毎週土曜日

家族会介護 第3金曜日

教育相談
不登校相談
発達相談

全
般

月～金曜日 9時～17時
教育研究
センター

教育研究
センター
☎24・8124

第1土曜日
11/2は休み

9時～12時

発
達

月～金曜日 9時～17時
発達支援セン
ターえぶりぃ

発 達 支 援 セ ン
ターえぶりぃ
☎24・8434

教
育

月～金曜日
9時～
16時30分

小松みどり
分校

小松みどり分校
☎24・0103

高
校
生

月～金曜日 9時～16時
や す ら ぎ 小
松教室（小松
北高校横）

やすらぎ
小松教室
☎23・6669

小松こころの
電話相談

毎日 13時～17時
小松こころの
電話
☎24・5556

市民相談年間カレンダーを市ホームページに掲載しています。

10月7日～13日は「行政相談週間」です。

市のくらし困りごと相談の行政相談委員または、総務省行政相談セン

ター「きくみみ石川」（☎0570・090・110）まで、気軽にご相談ください。


