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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

安宅港口灯台からの風景
をウェブで見られます

　金沢海上保安部のホームページから
「灯台ONEタップビュー」をクリックす
ると、安宅港口灯台の内部や踊り場か
らの風景を見ることができます。灯台
からの眺めをお楽しみください。
とき　4月1日㈭～
問　金沢海上保安部　☎
076・267・0511　観光文化
課　☎24・8076

飼い犬・猫が迷子に
なったら

　飼い犬・猫が迷子になったときは、
南加賀保健福祉センターに連絡してく
ださい。名札・マイクロチップなどの所
有者明示（犬は鑑札・狂犬病予防注射済
票の装着）があると、犬・猫を保護した
後、速やかに飼い主へ連絡することが
できます。
問　南加賀保健福祉センター　☎22・
0795　エコロジー推進課　☎24・8067

就学に必要な費用（学用品
など）の一部を援助します
対象　経済的な理由により就学が困難
と認められる、小松市立小・中・義務
教育学校に通う児童・生徒の保護者
援助内容　学用品費などの一部、給食費
申し込み　各学校にある申請書（市ホー
ムページからダウンロード可）に必要事
項を記入の上、必要書類を添付して学
校へ提出
問　学校教育課　☎24・8122

狂犬病予防注射と
犬の登録

◎生後91日以上の犬は、県内の動物病
院または飼い主宛てに送付したはがき
に記載された会場で、狂犬病予防注射
を受けてください（はがき要持参）。登
録がまだの犬は、注射会場またはエコ
ロジー推進課で手続きをしてください。
集合注射料　3,500円/頭
新規登録料　3,000円/頭
◎飼い犬には首輪を装着し、飼い主の
明示をお願いします。
◎犬の死亡・転居などで登録内容に変
更がある場合は、エコロジー推進課ま
でご連絡ください。
問　エコロジー推進課　☎24・8067

ひとり親家庭への支援
◎高等職業訓練促進給付金等支給制度 
　ひとり親家庭の父または母が、専門
的な資格を取得するために1年以上養
成機関で修業する場合、4年を上限に月
額7万500円～10万円（最終年は月額4万
円増）を支給します。 
※所得などによって対象にならない場
合があります。事前面談が必要です。
対象資格　看護師、介護福祉士、保育
士、理学療法士、作業療法士、社会福祉
士、美容師など
◎自立支援教育訓練給付金支給制度
　パソコン、医療事務などの講座を受
講した場合、講座修了後に受講費用の6
割相当額（上限20万円）を支給します。
看護師などの資格取得講座の場合は、4
年を上限に年額20万円を支給します。
講座受講前に申請が必要です。
問　こども家庭課　☎24・8057

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ページ

「いよっ小松」で検索フェイスブックくらしのかんづめ

サポカー補助金の受付期間を延長します

　剪定枝・木製品と同様に、令和3年度
から、竹・竹製品、野菜の硬い茎もひも
かけして可燃ごみに出せるようになり
ました。葉や細かい枝などが散乱する場
合はあらかじめ落としてから集積場に
出しましょう。落とした葉などは、ごみ
ダイエット袋に入れて出しましょう。

問　エコロジー推進課　☎24・8069
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4月納期の税・料金はありません。
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　国のサポカー補助事業継続に伴い、6月30日まで受付
期間を延長します。※受付期間内でも、国の受付終了に
合わせて市も受け付けを終了します。
対象者　満65歳以上の人※令和3年度中に満65歳以上に
なる人は、4月1日以降に登録した場合のみ対象
補助対象車　令和元年12月23日以降に登録されたサポカー

（中古車は令和2年3月9日以降）
補助金額　自動ブレーキ及び急発進抑制装置を搭載している車　3万円
　　　　　自動ブレーキのみを搭載している車　1万円
申請先　市民サービス課　☎24・8217
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International City

　世界は回るものです。常に前へ進んでいて止めることはできません。時間もそうです。後戻りなんて誰にもで
きません。分かりきったことなのですが、人間が過去を惜しんで今を憂うのはなぜでしょう。人生は山あり谷あ
りと言われるようにうれしいことばかりではありません。現状が良くなければ、かつての良かったことを惜しん

で過去にとらわれてしまいます。しかし、どれだけ惜しんでも過去には戻れま
せん。未来へ進むしかないのです。
　現在、世界中が谷底の真っ只中にあると言えるかもしれませんね。新型コロ
ナウイルスはなかなか終息せず、経済的に苦しんでいる人も大勢います。です
が、コロナがなかった世界には戻れないので、前を向いて今の苦境を乗り越え
るしかありません。過去にとらわれずに現在を受け入れ改善しようとすれば、
きっと明るい未来が訪れると思います。
　私も前へ進むと決めました。国際交流員としての市役所勤務は3月末で任期
満了となり、私はブラジルに帰国します。日本で過ごした期間は夢のように楽
しかったですが、過去を惜しまず、未来の可能性を信じて進むことにしました。
　まだしばらくは谷が続くかもしれませんが、いつか必ず這い上がる日が来ま
す。そして迎えた山の上で見る景色は、一番きれいだと思います。みんなで前へ
進んで、もう一度お互いの笑顔が直接見える世界をつくりましょう。

問い合わせ　観光文化課　☎24・8039　　

～国際交流員ジェシカのこまつ新発見～

前へ進もう

▲小松市で初めて行った夏祭りの思
い出が恋しい。

は

問い合わせ　ひととものづくり科学館　☎22・8610

ゴールデンウイーク
企画展

4月24日土～5月9日日
※4月26日（月）、5月6日（木）は休館

　　　　　9時30分～12時、13時30分～17時　
　　　　　※12時～13時30分は換気・消毒を実施　　　
　　　　　※最終入場は16時30分

　　　　　サイエンスヒルズこまつ　わくわくホール
　　　　　※70人程度の入場制限を行います。

　　　　　大人500円、3歳以上高校生以下250円
　　　　　※3Dスタジオとワンダーランドもお楽しみいた

だけます。

回転させる
体験展示が大集合。
不思議な科学を
楽しもう！

　企画展と連動した3Dスタジオ特別番組の上映
や体験教室も行います。詳しくはサイエンスヒ
ルズこまつホームページをご覧ください。

時 間

観覧料

ところ

まわるまわ
る科学展
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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～）

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-cityLINE 小松市公式アカウント

@komatsu_cityツイッター

行事･募集
国民年金の学生納付特例
制度は毎年申請が必要です

　国民年金は20歳から加入しなければ
なりませんが、学生は申請により納付
の猶予を受けることができます。学生
証などを持参し、申請してください。
　前年度に申請済みではがき形式の申
請書が届いた人は、必要事項を記入し
返送してください。
　申請時の2年1カ月前までさかのぼっ
て申請できます。申請を忘れていたため
に未納期間がある人はご相談ください。
問　医療保険サポートセンター　☎
24・8060　小松年金事務所　☎24・
1791

小松加賀環境衛生事務
組合が解散しました

　小松加賀環境衛生事務組合が解散し、
4月1日から南加賀広域圏事務組合が

「し尿処理事業」及び「斎場事業」を承継
しました。所管施設は次のとおりです。
所管施設　南加賀公設地方卸売市場、
南加賀急病センター、南加賀獣肉処理
加工施設ジビエアトリエ加賀の國、小
松加賀衛生センター、小松加賀斎場さ
ざなみ
問　南加賀広域圏事務組合　☎24・
5353

福祉タクシー助成券の
交付対象を拡大します

　重度の障がいがある人の社会参加促
進のため、タクシー利用助成券を交付
しています。4月から新たに内部障がい
1級の身体障害者手帳を持っている人
も対象になりました。ただし、施設に
入所している人、自動車税の減免を受
けている人は対象となりません。
新規対象　内部障がい（心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝
臓・免疫）の身体障害者手帳1級を持っ
ている人　
助成額　基本料金（初乗り運賃）相当額
交付枚数　年間24枚
申し込み　身体障害者手帳と印鑑を持
参し、ふれあい福祉課　☎24・8052

フローラルこまつ
花楽校（はながっこう）
①チャレンジ花壇教室
とき　4月7日㈬、5月7日㈮、26日㈬、6
月16日㈬、7月14日㈬いずれも10時～

（全5回）
ところ　市役所7階会議室、小松中央緑
地
参加費　無料
②ハーブセミナー
とき　4月12日㈪10時～
ところ　ハーブ＆ワイルドガーデン2
階（長谷町51-4）
内容　ハーブの種類を学ぶ（ティータ
イムあり）
参加費　800円
③園芸スクール
とき　4月21日、6月2日、9月15日、11
月10日、12月8日いずれも水曜日10時
～（全5回）
ところ　第一コミセン
参加費　3,000円（全5回分）
④花の育て方基礎講座
とき　4月27日㈫10時～
ところ　市役所7階会議室
内容　夏の一年草の育て方
参加費　無料
定員　①②各15人、③④各10人（いずれ
も先着順）
持ち物　いずれも筆記用具
申し込み　①定員に達するまで、②4月
5日㈪、③4月14日㈬、④開催日の前日ま
でに緑花公園センター　☎24・8102

シルバー人材センター
スマイルシニアフェア開催
とき　4月12日㈪～16日㈮
ところ　市役所エントランスホール
内容　パネル展示、会員の作品展示など
参加費　無料
問　シルバー人材センター　☎47・
2855

くらしのかんづめ

高齢者福祉サービス
◎家族介護用品助成券の支給（第1期分）
対象　在宅で介護用品が必要な人で、
次の①②の要件を満たす人
①要介護3以上の人
②入院・施設入所していない人（グル
ープホームなどは除く）
助成券の額　1枚1,000円（年間最大60
枚）
◎訪問理美容サービス
対象　理美容室に行くことが困難な人
で、上記の①②の要件を満たす人
利用料　1回1,000円（年間最大3回）
◎寝具乾燥消毒サービス
内容　掛布団、敷布団、毛布の3点1セ
ットで丸洗いします。
対象　上記の①②の要件を満たす人
利用料　1回1,500円（年間最大2回）
◎はり・きゅう・マッサージ費の助成
対象　70歳以上の人、65歳以上で身体
障害者手帳1～3級または療育手帳A・B
を所持している人
助成金額　1回1,000円（年間最大18 回）
申請方法　電話、FAX、郵送、電子申請
で受け付けし、後日郵送します。下記
の窓口でも申請できますが、申請者の
身分証明書が必要です。
申請場所　即日交付：長寿介護課、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　取り次ぎのみ：
高齢者総合相談センター、指定10郵便
局、行政連絡所
そのほか　助成券は、市内の店舗での
み利用できます。
申請先　〒923-8650　小馬出町91　長
寿介護課　☎24・8053　　23・3243
　

医療･福祉

藤見の会

第21回こまつまちなみ景観賞を募集します

市民センターでグラウンド
ゴルフ練習できます
とき　4月16日～10月15日の毎週金曜
日9時～11時30分　※7月23日、8月13
日を除く
ところ　市民センター多目的広場
参加費　100円
持ち物　グラウンドゴルフクラブ・ボ
ール（貸し出し可）、飲み物など
問　市民センター　☎24・6101

奥城山・大鶴山へ
シャクナゲを見に行こう
とき　4月25日㈰9時～15時
集合場所　大杉みどりの里
対象　小学3年生～70代の人（小学生は
保護者同伴）
定員　30人（先着順）
参加費　無料
持ち物　弁当、飲み物、雨具など
申し込み　4月17日㈯までに大杉みど
りの里　☎46・1812

ツエーゲン金沢
ホームタウンサンクスデー

　年に1回のお楽しみのホームタウン
サンクスデーは、栃木SC戦です。
とき　4月25日㈰14時キックオフ
ところ　西部緑地公園陸上競技場
対象　市内在住の人
定員　400人（先着順）
参加費　無料
申し込み　4月23日㈮までに
ツエーゲン金沢ホームページ
から
問　㈱石川ツエーゲン　ホームタウン
推進室　☎076・254・5081　スポー
ツ育成課　☎24・8139

※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。

とき　5月1日㈯10時～15時　　ところ　芦城公園及び周辺施設
　ワークショップやクイズラリーのほか、春を楽しめるイベントを開催します。
●花のワークショップ　　　●クイズラリー
●芦城公園魅力発見ツアー　●藤棚ライトアップ

　皆さんの周りのすてきな町並みを教えて
ください。
募集内容
◎まちなみ部門　周辺の町並みと調和し、
優れた景観づくりに貢献している建築物や
通りなど
◎まちづくり活動部門　魅力ある町並み景
観の創出や保全に継続して取り組んでいる
団体
◎広告部門　こまつの町並みを美しくする
ための、町並みや自然景観と調和した広告
物
◎夜間景観部門　周辺の特性に応じた良好
な夜間景観（ライトアップ、イルミネーシ
ョンなど）
応募期限　7月31日㈯
応募方法　応募用紙に状況の分かる写真な
どを添付して、郵送、持参またはメールに
てご応募ください（自薦・他薦
は問いません）。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。
応募先　〒923-8650　小馬出町91　こまつ
まちなみ景観賞実行委員会事務局（まちデ
ザイン課内）　☎24・8099　　toshikei@city.
komatsu.lg.jp

詳しくはこちら▼

問　緑花公園センター
　　☎24・8102

第20回受賞作品▶
（上から）【まちなみ部門】江川邸（須天町）、農口尚
彦研究所（観音下町）、九谷セラミック・ラボラト
リー（若杉町）　【広告部門】LAGO BIANCO屋外サイ
ン（今江町）　【夜間景観部門】梯川ボートハウス（小
島町）
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ラジオこまつ（FM76.6）
火曜日12時30分～13時ラジオ広報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

小松市スポーツ教室（春季）

市民センター主催教室（4月～9月）

サイエンスヒルズこまつイベント情報

点訳・音訳奉仕員養成講座
◎点訳奉仕員養成講座
とき　5月28日～11月26日の毎週金曜
日13時30分～15時30分（全25回）※7月
23日、8月13日を除く
対象　講習会修了後、視覚に障がいの
ある人のために点訳ボランティアがで
きる人
◎音訳奉仕員養成講座
とき　6月4日～10月29日の毎週金曜日
10時～12時（全20回）※7月23日、8月13
日を除く
対象　講習会修了後、視覚に障がいの
ある人のために音訳ボランティアがで
きる人
ところ　いずれも第一コミセン2階ボ
ランティアルーム
定員　いずれも10人（先着順）
受講料　いずれも1,500円（テキスト代
含む）
申し込み　いずれも5月14日㈮までに
社会福祉協議会　☎22・3354

障がい児親子水泳教室
とき　4月17日～5月22日の毎週土曜日
9時～9時45分（全5回）※5月1日を除く
ところ　小松屋内水泳プール
対象　以下を全て満たす人　
◯幼児（オムツをしていない）～小学生
◯保護者同伴で保護者も入水できる親
子　◯障害者手帳またはそれに準じた
証明書を持っている人　◯水泳教室参
加について医師の承諾を受けた人
定員　10組（先着順）
参加費　2,000円（全5回分、プール入 
場料を含む）
持ち物　水着、キャップ、ゴーグル
申し込み　4月12日㈪9時から小松市ス
ポーツ協会　☎23・5961（電話受付の
み）

手話入門講座
とき　5月20日～10月21日の毎週木曜
日19時30分～21時
ところ　芦城センター
対象　市内在住または在勤の人
定員　10人（先着順）
参加費　無料（別途テキスト代3,300円）
申し込み　5月13日㈭までにふれあい
福祉課　☎24・8052

危険物取扱者基礎講習会・
試験
◎危険物取扱者試験基礎講習会
とき　5月13日㈭、14日㈮いずれも9時30
分～17時（全2回）
ところ　小松商工会議所
定員　24人（先着順）
参加費　4,000円
申込期間　4月7日㈬～5月7日㈮
申し込み　消防本部予防政策課　☎
20・2708
◎危険物取扱者試験
試験種類　①甲種、乙種、丙種　②乙
種第4類
試験日・会場　①5月30日㈰石川県地場
産業振興センター、6月6日㈰小松商工
会議所　②6月5日㈯小松商工会議所　
願書受付　4月8日㈭～15日㈭に（一財）
消防試験研究センター石川県支部へ持
参または郵送（金沢市彦三町2-5-27　名
鉄北陸開発ビル7階）
願書配布場所　消防本部、南消防署
問　消防本部予防政策課　☎20・2708

女性のためのグラウンド
ゴルフ講習会
とき　5月7日㈮9時～12時　※雨天時
は講習のみ
ところ　市民センター マルチスタジオ
及び多目的広場
対象　女性　　
定員　30人（先着順）
参加費　500円（グラウンドゴルフ練習
3回分無料特典付き）
持ち物　グラウンドゴルフクラブ・ボ
ール（貸し出し可）、筆記用具、飲み物
など
申込期間　4月16日㈮～5月5日㈬㈷
申し込み　市民センター　☎24・6101

令和3年度自衛官募集
（一般幹部候補生）
募集種目　一般幹部、技能、医科、歯科、
薬剤、パイロットなど
応募資格　22歳以上26歳未満の大学卒
の人、28歳未満の大学院卒の人
試験日　1次：5月8日㈯、9日㈰※9日
は飛行要員のみ　2次：6月8日㈫～14
日㈪のうち指定する1日
申し込み　4月28日㈬までに自衛隊小
松地域事務所（小松商工会議所内）　☎
24・5180
問　市民サービス課　☎24・8064

こまつ子どもスポーツ大学
（幼児コース）
とき　5月8日～7月10日の毎週土曜日9
時～10時30分、11時～12時30分（いず
れも全10回）
ところ　板津地区体育館ほか
対象　市内在住の年長児
定員　各20人（応募多数の場合は抽選）
参加費　無料
申し込み　4月22日㈭までに上記申し込
みフォームから
問　（公財）北陸体力科学研究所　☎
47・1214　小松市まちづくり市民財団
☎23・5961

ⓒ丸玉屋

申し込み　いずれも先着順。小松市スポーツ協会　☎23・5961　　komatsu.taikyo@gammma.ocn.ne.jp
　　　　　※ピラティスは4月5日㈪から（電話受付のみ）。

申込方法　申請書に必要事項を記入し市民センター窓口まで持参または電話
申し込み　4月10日㈯9時30分（電話受付は10時から）～18日㈰に市民センター
　　　　　☎24・6101

◆3Dスタジオ上映番組
「ハナビリウム～花火って、なんであるの？～」
　400年以上にわたる花火の文化や歴史をひも
解きます。花火の真下から360度全方位の実写
映像も見どころです。
とき　4月1日㈭～　　ところ　3Dスタジオ
定員　60人（当日先着順）
参加費　観覧料

◆ヒルズ科学講座「小松の石文化を学ぶ『珠玉の科学』」
　日本遺産に登録されている小松の石文化について知識を深めよう。
とき　5月22日、6月19日、7月17日、31日、8月21日いずれも土曜日13時～（全5回）
ところ　ヒルズ、博物館、埋蔵文化財センター　　
対象　小学4年生以上　　定員　10人（応募多数の場合は抽選）　　
参加費　大人3,000円、高校生以下2,000円（別途観覧料）　　申し込み　4月16日㈮までにヒルズホームページから

とき　5月～　　ところ　ヒルズ　　申し込み　4月10日㈯よりヒルズホームページから

観覧料　大人500円、3歳以上高校生以下250円　　　　　　　  問　ひととものづくり科学館　☎22・8610

○日本宇宙少年団（YAC）小松分団員募集
　宇宙・天文に関するテーマを中心に、月に1回活動します。
対象　小学4年生以上　　
定員　20人（先着順）
参加費　5,000円（別途観覧料）

○集まれ！中学生
　プログラミングやものづくりを中心に、月に1、2回活動
します。
対象　中学1、2年生　　定員　20人（先着順）
参加費　2,000円（5月～9月分、別途観覧料）

◆スターウオッチング「月と火星のランデブー」
　月の上に火星が寄り添う様子をみんなで眺め
ましょう。
とき　4月17日㈯18時30分～19時30分（曇雨天
中止）
ところ　屋外
参加費　無料

◆科学大好きキッズ大募集！

教室名 開始日 時間 回数 内容 場所 定員 受講料
レディース・スポーツ

（女性対象）
4月5日～
毎週月 10時～11時30分 12回 ニュースポーツ、軽体操、

軽い筋トレなど
義経アリーナ

（末広体育館） 40人 5,000円

末広健康
（60歳以上）

4月13日～
毎週火 9時30分～11時 12回 ストレッチ、介護予防、

体操など音楽に合わせて
義経アリーナ

（末広体育館） 60人 3,500円

南部健康
（60歳以上）

4月7日～
毎週水 10時～11時30分 12回 ニュースポーツ、スト

レッチ＆健康体操など
小松サン・アビ

リティーズ 40人 3,500円

小松健康
（50歳以上）

4月9日～
毎週金 9時30分～11時 12回 リズム体操、姿勢を整え

る体操など
義経アリーナ

（末広体育館） 60人 3,500円

ピラティス
（女性対象）

4月12日～
毎週月

19時30分～
20時30分 10回 姿勢・呼吸・ゆがみを整

え、丈夫な体に
弁慶スタジアム
（末広野球場） 15人 5,000円

エアロビクス 4月8日～
毎週木 20時～21時 10回 大きな筋肉を動かし、効

率よく脂肪燃焼 市民センター 40人 5,000円

教室名 曜日 時間 回数 定員 受講料
太極拳 火 10時～11時30分 10回 25人 3,000円

カラオケ 火 10時15分～11時45分 10回 50人 4,200円
謡曲 火 13時30分～15時 12回 20人 4,000円
茶道 水 13時30分～15時30分 10回 15人 3,800円

リズムダンス 水 19時30分～21時 15回 15人 5,200円
健康体操 木 10時～11時15分 12回 50人 3,600円

ソフトヨガB 木 9時30分～10時45分 10回 12人 4,200円
編み物 木 10時～12時 15回 25人 5,000円

総合書道A 第2・4金 13時30分～15時30分 10回 25人 3,400円
総合書道B 第1・3金 13時30分～15時30分 10回 25人 3,400円

ソフトヨガA 土 13時30分～14時45分 10回 12人 4,200円
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2月の寄附（敬称略）
▽社会福祉へ　石崎和枝（河田町）、匿
名1件
▽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　㈱エムシー、小松市農業
協同組合、小松市老人クラブ連合会、
三友商事㈱、北陸建材㈱
個人　河村弘子、匿名1件　
※2月16日～3月19日申し出確定分

小松市交通安全標語
最優秀作品を決定（敬称略）

　3,184点の応募作品の中から最優秀
作品6点を選びました。今後、交通安全
広報活動などに使用していきます。
◎小松市長賞

「横断後　車の人に　ありがとう」　西
谷明琉（符津小）
◎小松市議会議長賞

「おちついて　あせるこころが　赤信
号」　大辻空駕（今江小）
◎小松警察署長賞

「そのメール　止まってからじゃ　だ
めですか？」　小島ヒトミ（松東中）
◎小松市交通安全協会連合会長賞

「事故のない　誇れる小松　つくろう
よ」　森川梨絵
◎小松市安全運転管理者協議会長賞

「『あおり』より心の『ゆとり』と『思いや
り』」　満田あい（石川県加南自動車学
校）
◎グッドマナーこまつ賞

「ゆとりゆっくり譲り合い　『3ゆ』で今
日も安全運転」　吉川法嗣（コマニー）
問　市民サービス課　☎24・8217

ネットで検索して価格が安
かった通販サイトで商品を注

文した。料金を支払ったが商品が届
かず、業者とも連絡が取れない。サ
イトにある業者の住所や電話番号は
でたらめで偽サイトのようだ。

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.
142

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

通販サイトで買ったテディベアが
届かない!?

トラブル回避のポイント
◆インターネット通販で「代金を支
払ったのに商品が届かない」「注文し
た商品と異なるものや偽物が届い
た」などのトラブルは悪質サイトに
よるものである可能性があります。
◆正規の値段より極端に安価である、
サイトに正確な運営情報が記載され
ていない、日本語の表現が不自然で
ある場合は注意が必要です。
◆支払ってしまうとお金を取り戻す
ことは困難です。価格の安さに気を
取られず、少しでも怪しいと思った
ら利用しないようにしましょう。

事例

1
2

3
4

こますけくん　第24回（最終回）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 4/1 5/10 ※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  正太さん　ママ  詩織さん

　　　　わが家の可愛い末っ子、
これからも元気に育ってね。

今月の
  ハッピースマイル
今月の
  ハッピースマイル

南浅井町

山田  ちとせちゃん
　　　　　　　        （1歳）

Happy Smile

子育て＆健康づくり

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　4月26日㈪9時30分～10時30分
ところ　すこやかセンター
申し込み　4月12日㈪9時～
●両親学級
とき　4月23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

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　4月8日㈭、5月20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

Ⓒ2021 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL NO. L617388

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

4/7㈬,14㈬,21㈬,
28㈬ 13時～

15時30分
※前日15時ま
でに要予約

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

4/6㈫,20㈫ 第一コミセン

4/8㈭,22㈭ 小松サン･アビ
リティーズ

司法書士
（予約制1日6人）

成年後見含む
4/16㈮ 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）

4/9㈮ 13時～15時

クレサラ
多重債務
（弁護士）

（予約制1日4人）

4/9㈮,23㈮
10時～12時
※前日16時ま
でに要予約

くらしあんしん
相談センター
☎24・8070

交通事故
（予約制1日3人）

4/27㈫
13時～15時
※前日16時ま
でに要予約

くらし
困りごと

（人権擁護委員・
行政相談委員）

4/8㈭,22㈭

13時～15時4/1㈭,5/6㈭ 第一コミセン

4/15㈭ 小松サン･アビ
リティーズ

公証人
（遺言・任意後見）

4/20㈫ 13時～
14時30分

くらしあんしん
相談センター行政書士 4/5㈪,5/10㈪ 13時～15時

社会保険
労務士 4/23㈮ 13時～15時

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・81244/17㈯ 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　4月11日㈰13時～16時　石川県司法書士会
相談ダイヤル　☎076・292・1088


