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そうざい

み　そ

行事･募集

一部の施設名を省略表記しています　　サイエンスヒルズこまつ→ヒルズ　第一地区コミュニティセンター→第一コミセン

医療･福祉

児童虐待防止推進月間
オレンジリボンキャンペーン

　11月は児童虐待防止月間です。オレ
ンジリボンキャンペーンは、子供への
虐待のない社会を願い、一人でも多く
の人に「何ができるか」を考えてもらい

「行動してもらおう」という運動です。
虐待を受けたと思われる子供を見つけ
たときや、出産や子育てに悩んだとき
は、いつでもご相談ください。
相談先　こども家庭課　☎24・8073　
くらしあんしん相談センター　☎24・
8070　　kodomo189@city.komatsu.lg.
jp

住まいの耐震化相談会
　住まいの耐震化を考えている人を対
象にした無料相談会を開催します。
とき　11月11日㈬13時30分～16時
ところ　市役所2階建築住宅課
内容　耐震化相談のほか、補助金制度
や手続き方法について※住宅の写真や
図面があれば持参してください。
補助対象住宅　昭和56年5月31日以前
に着工された木造住宅（店舗併用住宅
の場合は延べ面積の1/2以上が住宅）
補助金額　耐震診断費用の8割（限度額
12万円）、耐震改修工事費用の全額（限
度額150万円）
問　建築住宅課　☎24・8105

11月11日㈬～17日㈫は
「税を考える週間」
　国税庁ホームページに税に関する特
設ページを開設しています。税につい
て考えてみませんか。
◎税の作品展示
とき　11月11日㈬～17日㈫8時30分～
18時30分（最終日は15時まで）
ところ　市役所1階エントランスホー
ル
◎ツイッターによる情報発信
　YouTube「国税庁動画チャンネル」や、
国税庁インターネット番組「Web-TAX-
TV」の新着情報などをツイッターで配
信します。
問　納税課　☎24・8033　小松税務
署　☎22・1171

令和2年分
年末調整説明会について

　新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、年末調整説明会は開催しま
せん。
　年末調整に関する各種情報について
は、国税庁ホームページにて特集ペー
ジを開設しているほか、国税庁インタ
ーネット番組「Web-TAX-TV」での動
画による解説をご覧ください。
問　小松税務署　☎22・1171
税務課　☎24・8030

令和3年版
県民手帳を販売
販売場所　うつのみや小松城南店、勝
木書店KaBoSイオンモール新小松店、
office Vox 小松店、平和書店アル・プラ
ザ小松店、明文堂書店小松ツリーズ、
DCM カーマ 21小松店、イオン小松店

（文具売り場）、イオンモール新小松店
（文具売り場）、管財総務課、小松駅前
行政サービスセンター、南部行政サー
ビスセンター
価格・規格　500円（税込）、ブルー、縦
15.3cm×横9.0cm
問　管財総務課　☎24・8020

認知症ケアコミュニティ
マイスター養成公開講座
とき・内容　11月22日㈰10時～12時：
認知症と共に生きるには～認知症当事
者が望むこと～、13時～16時30分：認
知症当事者とつくる地域文化
ところ　オンライン（Zoom）
配信
参加費　無料
申込方法　11月13日㈮までに氏名、電
話番号を記載の上、メール
申し込み　NPO法人いのちにやさしい
まちづくりぽぽぽねっと　　info@po
poponet.com
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

世界エイズデーにおける
HIV検査

　検査は匿名、約1時間で済みます。
とき　11月30日㈪9時～11時
ところ　南加賀保健福祉センター
検査料　無料
申し込み　11月27日㈮までに南加賀保
健福祉センター　☎22 ・0796
問　いきいき健康課　☎24・8056

自衛官候補生・陸上自衛
隊高等工科学校生徒募集
◎自衛官候補生募集
　令和3年春入隊の自衛官候補生を募
集しています。
◎陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
受付期間　11月1日㈰～令和3年1月6日㈬
応募資格　令和3年4月1日現在で15歳
以上17歳未満の男子（中学校卒業見込
み者を含む）
試験日　1次：1月23日㈯、2次：2月4
日㈭～ 7日㈰のうち指定する1日
問　自衛隊小松地域事務所　☎24・
5180　市民サービス課　☎24・8064

南部公民館
第9回アピールデー
とき　11月7日㈯、8日㈰10時～16時
ところ　南部公民館
内容　公民館主催教室とサークルの作
品展示。南部図書館の雑誌リサイクル
もあります。
入場料　無料
問　南部公民館　☎43・3911

「自分らしく生きよう！」
公開講演

　「生きるって、なに？」などの著者・
たかのてるこによる、世界の見方が変
わる爆笑講演を開催します。
とき　11月8日㈰14時～16時
ところ　あわづ温泉大王寺、オンライ
ン（Zoom）同時配信
講師　たかのてるこ（エッセイスト）
定員　20人（先着順）
参加費　1,000円（サイン入り書籍「生
きるって、なに？」を進呈）
※Zoomでの参加は無料　
申し込み　商工労働課　☎24・8074

中高年・シニア
求職者向け企業説明会
とき・内容　11月19日㈭10時～12時、
15時15分～16時15分：お仕事相談会、
13時30分～15時：企業説明会
ところ　市民センター
対象　55歳以上の求職者
定員　44人（先着順）
参加費　無料
申し込み　㈱歩　☎076・227・8760
問　商工労働課　☎24・8074

大倉岳高原スキー場
シーズン券前売り販売
販売期間　11月21日㈯～12月19日㈯
9時～17時
販売場所　義経アリーナ（末広体育館）、
こまつドーム、市民センター（月曜日は
休館）、まちづくり交流センター（土曜
日、祝日は休館）
販売価格　一般15,000円（通常20,000
円）、高校生以下6,000円（通常12,000円）
そのほか　証明写真（縦4㎝×横3㎝）と
高校生以下は学生証も持参してください。
問　大倉岳高原スキー場　☎67・1426

こまつ食彩朝市（止め市）
＆押し寿司講習会
とき　11月21日㈯8時～
内容　惣菜などの農産加工品、新鮮野
菜、味噌、漬物、切り花などの販売。
持ち物　マイバッグ
◎同時開催「押し寿司講習会」
とき　11月21日㈯8時30分～
定員　15人（先着順）
参加費　1,500円（材料費・容器代込み）
持ち物　エプロン、三角巾、手拭きタ
オル、マスクなど
申し込み　11月5日㈭からもしもしセ
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・8081

くらし

広報こまつは毎月1日に掲載されます。
https：//www.city.komatsu.lg.jp/ホームページ小松市公式アカウント

@komatsu_cityツイッター 小松市公式ページ
「いよっ小松」で検索フェイスブック小松市公式アカウント

komatsu_japanインスタグラムくらしのかんづめ

ファミリー・サポート・センター　会員募集

　一度使用したマスクには、ウイルスな
どが付着しています。路上に捨てられた
マスクは、周辺の人やボランティアの人
が拾って処分していますが、その際に処
分する人がウイルスに感染する恐れが
あります。
　使ったマスクは
責任を持って自分
で持ち帰るように
しましょう。

問　エコロジー推進課　☎24・8069
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　子育て支援を受けたい人（依頼会員）と、子育てなどのお手伝いをしたい人
（協力会員）、または両方を希望する人（両方会員）を募集します。

　産前・産後サポート

内容　食事の準備や後片付け、掃除、洗濯、徒歩圏内での買い物、もく浴の手伝
いなど
対象　産前産後のお母さん　※つわりや切迫早産、切迫流産などで入院し、退
院後1カ月以内の妊婦または生後2カ月未満の赤ちゃんがいるお母さん（多胎児
出産の場合は1歳になるまで対象）
利用料（1回当たり）
▶平日9時～17時　1,200円　※1日1回（2時間以内）まで利用可

　ファミリーサポート
内容　保護者の外出時の預かり、放課後学童終了後の預かりなど
対象　生後2カ月～小学6年生
利用料　※ひとり親家庭の補助制度があります。
▶平日7時～19時　600円/時間
▶早朝・夜間、土・日曜日、祝日、年末年始　700円/時間
▶緊急時（当日依頼）　800円/時間

問い合わせ　こまつファミリー・サポート・センター
（カブッキーランド内）　☎58・1212
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募集数　10ブース（1ブース
180cm×180cm、先着順）
出店料　無料
申し込み　11月13日㈮まで
にエコロジー推進課　☎24・
8069

フリー
マーケット
出店者
募集!!

SD
Gs未

来都市こまつ

Sustainable
Development
Goals

　　　  サイエンス・フェスタ2020

　　　  2020小松市スポーツフェスティバルinこまつドーム

　　　  SDGs未来都市エコロジー大会

障がい者スポーツ指導員
養成講習会

　障がい者スポーツの普及・指導に当
たる指導員の養成と、資格認定を目的
に開講します。
とき　11月21日㈯、22日㈰、12月12日
㈯
ところ　小松サン・アビリティーズ
対象　18歳以上の人
定員　20人（先着順）
参加費　無料（別途テキスト代など必要）
申し込み　11月9日㈪までに小松市スポ
ーツ協会　☎23・5961

フローラルこまつ
桜の苗木無料配布
対象　植樹後に良好な維持管理ができ
る市内のグループや企業など（申し込
み多数の場合は抽選）※個人は対象外
そのほか　苗木は、樹高1.2～1.5ｍ程度、
市内で誰でも観賞できる場所に植える
こと。配布は3月下旬。
申込方法　11月30日㈪までに申込書を
緑花公園センターに提出（申込書は緑
花公園センターで配布するほか市ホー
ムページからもダウンロード可）。
問　緑花公園センター　☎24・8102

観光ボランティアガイドと
めぐる小松

　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芭蕉が歩いた小松路を訪ねて
とき　11月の毎日9時30分～15時の間
で希望に応じて2時間30分程度
集合場所　市役所またはJR小松駅
参加費　500円（建聖寺、多太神社宝物
館入館料）
②浮島の小松天満宮
とき　11月の毎日9時30分～15時の間
で希望に応じて2時間程度
集合場所　小松天満宮駐車場
参加費　無料
定員　いずれも最少実施人数2人
申し込み　開催7日前までにこまつ観
光物産ネットワーク　☎24・8394

ヒルズ
3Dスタジオ特別番組
◎HAYABUSA BACK TO THE EARTH
　小惑星探査機はやぶさの波乱に満ち
た探検の旅がCGでドームいっぱいに広
がります。
とき　11月1日㈰～
◎「熟睡プラ寝たリウム」
　あなたは最後まで眠ることなく起き
ていられるか…。
とき　11月23日㈪㈷ファミリー向け：
10時50分～11時30分、12時20分～13
時、大人向け：14時50分～15時30分
ところ　いずれも3Dスタジオ
定員　各60人（当日先着順）
観覧料　大人500円、高校生以下250円
問　ひととものづくり科学館　☎22・
8610

くらしのかんづめ 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 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 第2水曜日の北國･北陸中日

新聞朝刊に掲載新聞広報

※新型コロナウイルス感染症の影響
により、催しや講座などが変更・中止
となる場合があります。最新情報は、
市ホームページをご確認ください。

11月9日㈪～15日㈰　秋の火災予防運動

新規就農支援センター研修生募集

　小松で農業を始めませんか。JA小松市では、新規就農者が独立して農業経営ができるよう
実践的な研修を行います。令和3年4月からの受講生を募集しています。
期間　2年間（令和3年4月～令和5年3月）
ところ　JA小松市新規就農支援センター（上小松町丙252）
内容　トマト、キュウリなどの栽培実地研修、農業経営・農作物の流通の基礎知識修得など
対象　18歳以上（令和3年1月1日時点）で、研修終了後、市内で就農できる人
定員　若干名
受講料　無料（テキスト代、交通費、保険料、生活費などは自己負担）
応募方法　12月30日㈬までに受講申込書をJA小松市新規就農支援センターまで持参または郵送
応募先　〒923-8611　上小松町丙252　JA小松市新規就農支援センター
そのほか　研修中や就農後も経営が軌道に乗るように、JA小松市、市、県などが連携してサポートします。
問　JA小松市新規就農支援センター　☎22・5111　農林水産課　☎24・8080

詳しくはJA小松市ホーム
ページをご覧ください▼

　企業や大学、高校、教員、職人、ヒルズで活動する小・中学生のクラブ員などによる科学実験・
ものづくり体験ブース（21ブース）が並ぶほか、全国で活躍する講師によるサイエンスショーもあ
ります。市制80周年を記念して、2日間・全館無料開放！大人から子供まで一緒に楽しもう！
とき　12月12日㈯、13日㈰11時～16時　　ところ　ヒルズ
そのほか　ブースにより事前申し込みが必要です。

　寒さが日ごとに増すこれからの
季節は、暖房器具などを使用する
機会が多くなり、火災が発生しや
すくなります。火気の取り扱いに
は十分注意しましょう。
◆防火ポスターができました
　140点の応募の中から、消防長賞
2作品がポスターの図案に選ばれま
した。
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2020年度全国統一防火標語 「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」

　子供も大人も楽しみながらエコについて考えてみませんか。
とき　11月29日㈰11時～16時　　ところ　ヒルズ

【第1部】11時～11時30分：表彰式　11時30分～12時：SDGs宣言企業による事例発表
【第2部】12時～16時
　◆エンジョイエコエリア～体験ブース～

　◆人力で動かそう！北陸新幹線！：人力で発電して動かす新幹線に乗ってみよう。
　◆おもちゃのお医者さん：壊れたおもちゃを直します。
　◆フードドライブ：家庭で不要になった常温保存できる食品
　　（賞味期限3週間以上）を持参ください。
　◆企業エコブース：ガス・電気・太陽光などエネルギーについ
　　て体験してみよう。
　◆そのほかにもステージパフォーマンスやフリーマーケット、
　　リサイクル市、ごみゼロ?!スープバーなど盛りだくさん。
　問　エコロジー推進課　☎24・8069

　子供からシニアまで誰でも気軽にスポーツを体験できます。いろいろなスポーツに挑戦して、
景品（先着100人）をゲットしよう。
とき　11月14日㈯9時30分～12時　　ところ　こまつドーム
種目　タグラグビー、ストリートハンドボール、グラウンドゴルフ、
　　　ペタンク、輪投げ、クイックオリエンテーリング、器械体操、
　　　アジャタ、リズムジャンプ、アキュラシー、ゆるスポーツ
問　小松市まちづくり市民財団　☎23・5961

問　消防本部南消防署　☎44・2591

詳しくはヒルズホームページをご覧ください▶

全館無料
開放

参加
無料

石川県立大学
生物資源環境学部

つまめる水をつくってみよ
う！

小松村田製作所
玉に乗ったロボット（村田製
作所チアリーディング部）に
よる実演ショー！

石川県菓子工業組合
とっておきの上生菓子を作っ
てみよう！

小松高等学校
高校生と一緒に実験にチャレ
ンジ！

問　ひととものづくり科学館　☎22・8610

◎木場潟・水郷エリア
・巣箱作り
・ヨシ笛作り　など

◎里山エリア
・どんぐり、松ぼっくり工作
・どんぐりクイズ　など

◎環境エリア
・エコバッグ作り
・ごみ分別クイズ　など

参加
無料
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マスクフェイスの
印象アップセミナー

　マスクをしていても良い印象に見え
るメイクのコツや、マスクを外したと
きにも好印象を与える顔のマッサージ
テクニックなどを教えます。
とき　12月6日㈰10時～11時45分
ところ　市民センターセミナールーム
対象　独身女性
定員　25人（先着順）
参加費　無料
申込方法　11月30日㈪までにこまつ
NPOセンターに電話またはホームペー
ジの申し込みフォームから
申し込み　NPO法人こまつ
NPOセンター　☎46・6661　
問　はつらつ協働課　☎24・8397

9月の寄附（敬称略）
▽こども福祉基金へ　㈲吉田運輸建設

（島田町）

新型コロナウイルス感染
対策への寄附（敬称略）
企業・団体　㈱イケガミ、稚松校下町
内会連合会・稚松はつらつ協議会、メ
ンボラToMoの会
個人　匿名1件　
※9月19日～10月20日申し出確定分

学校給食登録事業者の
申請について

 　令和3年度学校給食用材料の競争見
積もりに参加を希望する事業者は、申
請してください。
申込期間　11月16日㈪～12月11日㈮
申請書類　小松市学校給食会で配布
申し込み　小松市学校給食会（学校教
育課内）　☎24・8187

トイレが詰まったので急いで
業者に来てもらい、料金など

を確認せず修理してもらった。作業
が終わった時点で高額な修理代を請
求された。

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

そのほか

賢い消費者になろう

消費せいかつ
VOL.
137

くらし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

慌てないで！
トイレ修理で思わぬ高額請求

トラブル回避のポイント
◆慌てて業者を呼んでしまいがちで
すが、複数業者から見積もりを取り、
作業内容や料金をよく確認すること
が大切です。
◆状況次第では、更に修理が必要な
場合があります。作業前に作業内容
や料金などを確認し、納得できない
場合はその場で契約しないようにし
ましょう。
◆急なトラブルに備え、安心して依
頼できる業者の情報を日頃から集め
ておきましょう。

事例
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こますけくん　　第19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 11/1 12/10 ※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。

パパ  良章さん　ママ  由貴子さん

元気にすくすく育ってね。

今月の
  ハッピースマイル
今月の
  ハッピースマイル

福乃宮町

日 野  遥 貴くん
　　　　　　　  （2歳）

Happy Smile

子育て＆健康づくり

はる  き

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

●育児相談
とき　11月16日㈪9時30分～10時30分
ところ　すこやかセンター
申し込み　11月2日㈪9時～
●両親学級
とき　12月19日㈯13時30分～15時30分
ところ　すこやかセンター
内容　赤ちゃん人形を使っての着替え
や抱っこ体験、助産師によるママの健
康と産後の赤ちゃんとの生活の講話、
栄養士による食事の講話、妊婦体験ジ
ャケット試着
対象　妊娠中期ごろの妊婦とその夫
定員　10組（先着順）
持ち物　母子手帳、動きやすい服装
申し込み　11月19日㈭9時～

月～金曜日（祝日除く）8時30分～17時

●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　すこやかセンター
●心理相談員によるこころの相談
　生活のこと、家族のことで不安や悩
みがある。気分が落ち込んだり、眠れ
なくなることがある。どこへ相談すれ
ばよいか分からない。
　まずはお話をお聞かせください。
とき　11月12日㈭、12月10日㈭いずれ
も13時～または14時40分～
ところ　すこやかセンター

休日・夜間医療情報

育児相談ダイヤル   ☎21・0101

健康づくりの相談・教室
　  ☎24・8161予約制

いきいき健康課（すこやかセンター内）からのお知らせ

母子の相談・教室
　  ☎21・8118 

Message

パソコンやスマートフォンから一部の行政手続きができます。
市役所1階の「電子申請コーナー」では職員が操作方法などをサポートします。

電子申請サービスを
ご利用ください

予約制

とき ところ 問い合わせ

弁護士法律
（予約制1日5人）

同一案件
年1回限り

11/4㈬,11㈬,17㈫,
18㈬,25㈬,26㈭,
12/2㈬,9㈬ 13時〜

15時30分

くらしあんしん
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

11/10,12/8
いずれも火曜日 第一コミセン

司法書士
（成年後見含む）
（予約制1日6人）

11/20㈮ 13時〜16時

くらしあんしん
相談センター

登記
（予約制1日4人）

11/13㈮ 13時〜15時

クレサラ
多重債務
（弁護士）

11/13,27いずれも
金曜日※前日16時
までに要予約

10時〜12時

くらしあんしん
相談センター
☎24・8070

くらし
困りごと

（人権擁護委員・
行政相談委員）

11/5㈭,10㈫,19㈭,
26㈭,12/3㈭,8㈫ 13時〜15時

公証人 11/17㈫ 13時〜
14時30分

行政書士 11/2,12/7
いずれも月曜日 13時〜15時

社会保険
労務士 11/27㈮ 13時〜15時

交通事故 次回は1/26㈫ 13時〜15時

小松駅前行政サービスセンターと南部行政サービスセンターでの相談
は、当分の間見合わせます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止となる場合は、
市ホームページに情報を掲載しますのでご確認ください。

とき ところ 問い合わせ

消費生活 月〜金曜日 9時〜17時
くらしあんしん
相談センター

くらしあんしん
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4土曜日 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。

司法書士月イチ電話相談会
11月8日㈰13時〜 16時　石川県司法書士会
相談ダイヤル　☎076・292・1088


