
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

小松市公式アカウント
@komatsu_cityツイッター

小松市公式アカウント
komatsu_japanインスタグラム

コンビニ交付休止の

お知らせ
　水道の開栓・閉栓は希望日の2日前

（土・日曜日、祝日を除く）までに申し

込んでください。当日及び土・日曜日、

祝日の作業、手続きは行っていません。

余裕をもって早めの手続きをお願いし

ます。

　申し込み時には、次のことを用意し

ておくと手続きがスムーズです。

●開栓・閉栓希望日時　●メーター設

置場所（住所）　●現在使用者　●新使

用者（開栓のみ）　●精算場所または移

転先（閉栓のみ）　●お客様番号（閉栓、

名義変更のみ）

問　料金業務課　☎24・8111

開栓・閉栓・名義変更の

手続きについて
　食品衛生法の改正に伴い、6月1日㈫

から新たな制度が始まります。新制度

では、これまで営業許可の対象外だっ

た食品販売業、食品製造業、給食施設

などは11月30日㈫までに営業届出を

する必要があります。施行前の届け出

や厚生労働省のホームページからの届

け出もできます。

届出先　南加賀保健所

☎22・0794

問　商工労働課　☎22・8074

食品を取り扱う事業者の

皆さんへお知らせ

　個人番号（マイナンバー）カードによ

る住民票の写しなどのコンビニ交付を

休止します。

とき　5月1日㈯～5日㈬㈷、31日㈪

そのほか　5月1日～5日は小松駅前行

政サービスセンターで交付ができます。

問　市民サービス課　☎24・8065

全国一斉情報伝達試験

　地震・津波や武力攻撃などの災害時

に「全国瞬時警報システム（Jアラート）」

を通じて送られてくる国からの緊急情

報を確実に伝えられるよう、防災行政

無線を用いた情報伝達試験を行います。

とき　5月19日㈬11時

放送内容　「これはJアラートのテスト

です」（3回繰り返し）→「こちらはぼう

さい小松です」

放送範囲　市内52カ所の屋外拡声子局

及び戸別受信機、有線放送が設置され

ている世帯

問　防災安全センター　☎24・8150

人のうごき

今月の税・料金の納期

令和3年4月1日現在

納付期限・5月31日㈪

（ ）は対前月の増減

口座振替をおすすめしています。
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ごみナビ
発泡スチロールは

可燃ごみです！
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カブッキーポイント
対象事業

問　エコロジー推進課　☎24・8069

くらし

　6月1日㈫～7日㈪はHIV検査普及週

間です。

とき　6月1日㈫9時～11時

ところ　南加賀保健福祉センター

検査料　無料

そのほか　採血から1時間程度で結果

が出ます。検査は匿名で実施します。

申し込み　5月31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

HIV（エイズ）検査普及

週間におけるHIV検査

　認知症に対する知識・技術を学び、

それを生かして地域のために具体的ア

クションを起こせる人材を養成します。

　各講座の詳しい

　内容についてはこちら▶

とき　5月23日、6月20日、7月25日、

9月19日、10月24日、12月12日、令

和4年1月16日、2月13日、3月13日い

ずれも日曜日10時～16時30分（全9回）

ところ　オンライン（Zoom）配信

対象　市内在住または市内に勤務する人

参加費　無料

申し込み　5月17日㈪まで

に 氏 名、住 所、電 話 番 号、

参加理由を記載の上、NPO

法人いのちにやさしいまちづくりぽぽぽ

ねっと      info@popoponet.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

2021年度認知症ケアコミュ

ニティマイスター養成講座

医療・福祉

一部の施設名を省略表記しています　　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

くらしのかんづめくらしのかんづめ

女性のシェイプアップ

ボクシング
　引き締め！脂肪燃焼！運動不足やス

トレス解消に。楽しく身体を動かして

シェイプアップしよう！

とき　5月8日～令和4年1月22日の第

2・4土 曜 日13時30分～14時30分（全

16回）※8月14日、28日を除く

ところ　芦城センター

対象　一般女性

定員　20人（先着順）

参加費　3,200円（全16回分）

持ち物　上履き、タオル、動きやすい

服装、飲み物、マスク

申し込み　芦城公民館　☎21・6821

粟津公園

硬式テニス教室
とき　5月16日～6月27日の毎週日曜

日8時～10時、10時～12時（全6回）　

※5月30日を除く

ところ　粟津公園テニスコート

定員　各8人（先着順）

参加費　6,000円（全6回分）

持ち物　ラケット、運動靴、運動しや

すい服装

申し込み　5月10日㈪までに粟津公園管

理事務所　☎44・2280　■FAX43・2151

行事・募集

市民センター

グラウンドゴルフ大会
とき　5月22日㈯8時～12時（雨天の場

合は5月29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

定員　200人程度（先着順）

参加費　500円

申し込み　5月16日㈰までに参加費を添

えて市民センター　☎24・6101

　新型コロナウイルス感染症の影響に

より、収入が減少した場合などの国民

健康保険税・後期高齢者医療保険料・

介護保険料の減免について、令和4年3

月31日まで期間を延長しました。

問　医療保険サポートセンター　☎

24・8059

保険料（税）の減免適用

期間を延長します

障がい児親子水泳教室

とき　6月5日～7月3日の毎週土曜日9

時～9時45分（全5回）

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　5月24日㈪9時から小松市ス

ポーツ協会　☎23・5961（電話受付の

み）

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。

　家電製品などの梱包に使われている

発泡スチロールにはプラマークがありま

すが、小松市では可燃ごみになります。

必ず市指定ごみダイエット袋に入れて捨

てましょう。

植えてはいけない「ケシ」の花について

　ケシには法律で栽培が禁止されているものがあります。飛散した種が繁殖

し、知らない間に庭先などに自生していることもあります。たとえ観賞用であ

っても栽培が禁止されていますので、正しく見分けましょう。植えてはいけな

いケシを発見した場合はすぐにご連絡ください。

　見分け方については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

問　石川県薬事衛生課　☎076・225・1442　いきいき健康課　☎24・8161

×植えてはいけないケシ

アツミゲシ

花

葉

○植えてもよいケシ

ヒナゲシ

葉の縁が不規則なギザギザ 葉は深い切れ込みがある
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金曜日19時55分～
（再放送：土曜日7時55分～）

声の広報

お茶の間ガイド
小松市公式アカウント
@komatsu-cityLINE

第2水曜日の北國･北陸中日
新聞朝刊に掲載新聞広報

ラジオこまつ（FM76.6）
火曜日12時30分～13時ラジオ広報

フローラルこまつからのお知らせ

くらしのかんづめくらしのかんづめ

◆体験教室　参加には別途観覧料が必要です。

対象　小学3年生以下（④は小学4年生以下）は保護者同伴でお願いします。

定員　いずれも10人

申し込み　①②は当日先着順、③④⑤は5月10日㈪8時～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

問　緑花公園センター　☎24・8102

河川愛護モニター募集

　梯川に対する意見やモニターの河川

愛護に関する活動報告などを行います。

対象　梯川付近に住む満20歳以上の河

川愛護に関心のある人

募集人数　2人

任期　7月1日～令和4年6月30日

申込方法　応募用紙（金沢河川国道事務

所ホームページからダウンロード可）に

必要事項を記入し、郵送またはFAX

申し込み　5月31日㈪までに金沢河川国

道事務所河川管理課  〒920-8648  金

沢市西念4-23-5　☎076・264・9916

■FAX076・233・9612

問　道路河川課　☎24・8089

小松商工会議所各種検定

◎第158回 日商簿記検定1～3級

試験日　6月13日㈰

受 験 料　1級：7,850円、2級：4,720

円、3級：2,850円

申込期限　5月14日㈮

◎第222回珠算能力検定

試験日　6月27日㈰

受 験 料　1級：2,340円、2級：1,730

円、3級：1,530円、4～6級：1,020

円

申込期間　5月10日㈪～27日㈭

ところ･申込先　いずれも小松商工会議

所　☎21･3121

寄せ植え園芸教室

とき　5月22日㈯10時30分～12時

ところ　国府公民館

定員　15人（先着順）

参加費　2,700円（材料費、受講料込み）

持ち物　手袋、園芸用シャベル

申し込み　5月14日㈮までに国府公民

館　☎47・0342

はじめての要約筆記体験

　話の内容を文字で書いて伝える要約

筆記の初歩を学びます。

とき　6月8日～29日の毎週火曜日19

時～21時（全4回）

ところ　芦城センター

対象　聞こえに障がいのある人のコミュ

ニケーションを支える活動に関心のある

市民

定員　10人程度（先着順）

参加費　無料

申し込み　6月3日㈭までにふれあい福

祉課　☎24・8052

観光ボランティアと

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新緑の那谷寺を訪ねて

とき　5月の毎日10時～15時の間で希

望に応じて1時間程度

集合場所　那谷寺入口前

参加費　600円（拝観料）

参加費　無料

②芭蕉が歩いた小松路を訪ねて

とき　5月の毎日10時～15時の間で希

望に応じて2時間30分程度

集合場所　市役所前またはJR小松駅

参加費　500円（建聖寺、多太神社宝物

館入館料）

③浮島の小松天満宮

とき　5月の毎日10時～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（一社）こま

つ観光物産ネットワーク　☎24・8394

◆3Dスタジオ上映番組「皆既月食を見逃すな!」

　3年ぶりに日本で見られる皆既月食。今年最大の満月に

おこる皆既月食の仕組みについて解説します。

とき　5月22日㈯、23日㈰いずれも16時～16時40分、

　　　26日㈬17時30分～18時10分

ところ　3Dスタジオ

定員　各60人程度（当日先着順）

参加費　観覧料

小松市成人水泳教室（春季）

◆スターウオッチング「皆既月食を見逃すな！」

　「スーパームーン」のタイミングと一致した皆既月食の

観察をしよう。

とき　5月26日㈬18時30分～20時30分（曇雨天中止）

ところ　屋外

参加費　無料

◆季節を感じる鑑賞講座「ホタルを見る会」

　ホタルを鑑賞して、この季節だから味わえる風景や日本

の四季を楽しもう。

とき　6月5日、12日いずれも土曜日19時30分～20時30

分（雨天中止）

ところ　能美市仏大寺町地内

定員　各10家族（先着順）

参加費　無料

申し込み　5月10日㈪8時～ヒルズホームページから

教　室　名 と　き 対象 参加費

① 5月15日㈯13時30分～14時30分 幼児以上太陽系うちわを作ろう 300円

教　室　名 開始日 時間 回数 内容 場所 定員 受講料

①10時30分～12時
または

②19時30分～21時

①21人

②35人
小松屋内

水泳プール

10回成人水泳
（火曜コース）

5月11日～
毎週火曜日

5,500円コースは初心者、初級、
中級に分かれています。
10,000円 で 火 曜・金 曜
コース両方に参加可。10回成人水泳

（金曜コース）
5月14日～
毎週金曜日

5,500円

② 5月30日㈰13時30分～14時30分 幼児以上4連射輪ゴム銃をつくろう！ 200円

③
6月12日㈯、26日㈯
いずれも13時30分～15時30分

小学生以上分子模型作り講座＜アルコールの分子＞ 500円

④
6月13日㈰13時30分～14時30分、
15時30分～16時30分

小学生以上ガラス管で作るカラフルマドラー 200円

⑤
6月19日㈯13時30分～14時30分、
15時30分～16時30分

幼児以上
フルグラクッキーを作って、
おうちで食べよう！

200円

サイエンスヒルズこまつイベント情報

申し込み　いずれも先着順。小松市スポーツ協会　☎23・5961      komatsu.taikyo@gamma.ocn.ne.jp

　期間中はバラ園を草花で装飾し、1,400本のバラの魅力を引き立てます。

「ローズリング」や「ローズタワー」、「ローズロード」などつるバラによる新しい

演出が見られます。

とき　5月28日㈮～6月6日㈰

ところ　小松運動公園バラ園

◎花の育て方基礎講座　

夏の一年草の育て方を学びます。

とき　6月24日㈭10時～

ところ　市役所7階会議室

参加費　無料

定員　10人（先着順）

持ち物　筆記用具

申し込み　5月24日㈪～6月23日㈬に

緑花公園センター　☎24・8102

　Instagram・Facebook・YouTube

で花の情報を発信しています。

バラフェスこまつ2021

フローラルこまつ

花楽校
はな がっ こう

◆フローラルこまつSNS
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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

　応急手当の知識と技能を復習したい

人向けに再講習を実施します。

とき　7月18日㈰9時～11時

ところ　消防本部

対象　既にしみん救護員の資格を持つ

人

定員　20人程度

参加費　無料

申し込み　6月18日㈮までに消防本部

ホームページから電子申請または申込

用紙（消防本部ホームページからダウン

ロード可）に必要事項を記入し■FAX44・

5586

問　消防本部南消防署　☎44・2591

しみん救護員再講習の

ご案内

くらしのかんづめくらしのかんづめ

そのほか

3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）

新型コロナウイルス感染

対策への寄付（敬称略）

個人　匿名1名

経済センサスｰ活動調査

にご回答ください
　経済センサス‒活動調査は、事業所・

企業の経済活動の状況を明らかにする

ために行われる国の重要な統計調査で、

全国すべての事業所・企業が対象です。

5月末までに調査員の訪問または郵送

により調査票をお届けしますので、イ

ンターネットまたは郵送で回答をお願

いします。

問　管財総務課資産管理・統計担当　

☎24・8020

休日・夜間医療情報

電子申請サービスを

ご利用ください

●育児相談

とき　5月24日㈪9時30分～10時30分

ところ　すこやかセンター

申し込み　5月10日㈪9時～

●両親学級　予約制

とき　6月26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　5月26日㈬9時～

月～金曜日（祝日除く）8時30分～17時

予約制 ☎21・8118

母子の相談・教室

●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　5月20日㈭、6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

予約制 ☎24・8161

健康づくりの相談・教室

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

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。

育児相談ダイヤル ☎21・0101

※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。

SNSで有名人から「困ってい

る人にお金をあげます」と

メッセージが届いた。メールアドレ

スやカード番号を入力したら勝手に

サイト会員に登録され、後日カード

会社から身に覚えのない海外サイト

の利用料金を請求された。

消費せいかつ vol.
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市民相談

賢い消費者になろう

5月は消費者月間です。
テーマ

事例

◆「お金配り」を実施している有名人

などの名前をかたるアカウントか

ら、SNSのメッセージ機能で資金援

助などの話を持ち掛けられ、カード

番号などを登録すると、いつの間に

か関係のない海外の有料サイトの会

員になっていたという相談が寄せら

せています。 

◆「お金をあげます」「当選しました」

などのメッセージが届いても安易に

アクセスしないようにしましょう。

トラブル回避のポイント

有名人からの「お金あげます」

メッセージに気を付けて！

問い合わせ
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

5/1

6/10

小松とまと一家  第1回  絵：あんず（※小松市立高校芸術コース美術専攻）

5/18㈫,6/1㈫

5/21㈮

第一コミセン

と　き ところ 問い合わせところ 問い合わせ

毎週土曜日

毎週土曜日

第3金曜日

月～金曜日

全
般

発
達

教
育

高
校
生

と　き

弁護士法律
（予約制1日5人）

同一案件
年1回限り

消費生活

心配ごと

結婚

家族会介護

教育相談
不登校相談
発達相談

小松こころの
電話相談

5/12㈬,19㈬,26㈬,

6/2㈬,9㈬

5/13㈭,27㈭,
6/10㈭

月～金曜日13時～

15時30分
※前日15時

までに予約

9時～17時

月～金曜日 9時～17時

月～金曜日 9時～17時

6/5㈯ 9時～12時

月～金曜日 9時～17時

月～金曜日 9時～16時

毎日 13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

小松サン・アビ

リティーズ

くらし困り
ごと相談

（人権擁護委員・
行政相談委員）

（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

くらしあんしん

相談センター

☎20・8070

新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・注意となる場合は、
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。

交通事故
（予約制1日3人）

登記
（予約制1日4人）

クレサラ
多重債務
（弁護士）

（予約制1日4人）

司法書士
（予約制1日6人）

成年後見含む

社会保険
労務士

公証人
（遺言・任意後見）

行政書士

13時～16時

5/14㈮ 13時～15時

5/10㈪,6/7㈪ 13時～15時

次回は6/25㈮ 13時～15時

5/18㈫
13時～

14時30分

5/14㈮,28㈮

10時～12時
※前日16時

までに予約

次回は6/22㈫
13時～15時
※前日16時

までに予約

くらしあんしん
相談センター
☎24・8071

13時30分～

15時30分

9時～

16時30分

社会福祉

協議会

教育研究

センター

発達支援センター
えぶりぃ

小松みどり

分校

やすらぎ小松
教室（小松北高
校横）

DV・性暴力
小松市パープル
ほっとライン
☎24・8178

社会福祉
協議会
☎22・3354

教育研究
センター
☎24・8124

発達支援センター
えぶりぃ
☎24・8434

小松みどり分校
☎24・0103

やすらぎ
小松教室
☎23・6669　

小松こころの
電話
☎24・5556

3 1

4 2

ピ
ロ
リ
ン
♪

ゲ
ー
ム
の

ア
イ
テ
ム
は
お
金
が

か
か
る
な
ぁ

え
ー
っ
っ
？

〝
海
外
サ
イ
ト

ご
利
用
料
金
の

お
知
ら
せ
〞

おにいちゃん

海外のサイトから

請求がきてるよ

こんなの

知らないよぉ…
　えっ、お金が

　もらえるの！

今すぐ登録しないと…

5/6㈭,13㈭,27㈭,

6/3㈭,10㈭

5/20㈭

13時～15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

小松サン・アビ

リティーズ

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　5月9日㈰13時～16時　石川県司法書士会

相談ダイヤル　☎076・292・1088

園町

林　采果ちゃん （3歳）

Message

笑顔いっぱい元気に育ってね。

パパ 哲平さん　ママ 麻希さん

あや か

ハッピース
マイル

今月の

子育て＆健康づくり

“消費”で築く新しい日常
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