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今月の税・料金の納期
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マイナポイントの付与期限を12月31日まで延長します

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

　小松市指定ごみダイエット袋引換はがき
（令和3年下期分）を9月初旬に発送しま
す。引換期限は令和4年3月31日です。

　マイナポイントの付与期限を9月30日までから、12
月31日までに延長します。　
※マイナポイントを取得できる人は、4月30日までに
マイナンバーカードを申請した人です。
　マイナポイントの登録には、マイナンバーカードが必
要です。まだ受け取りに来ていない人は、市民サービス
課まで受け取りに来てください。

問　マイナポイントに関すること：ICT改革課　☎24・8047　
マイナンバーに関すること：市民サービス課　☎24・8226

問　環境推進課　☎24・8069

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

ごみダイエット袋
引換はがきを送付します

vol.
77 ごみナビ

いのちと心のキャンペーン
弁護士による無料相談会

飼い犬・猫が迷子に
なったら 雨水タンクの設置を

助成します

国有財産売り払いの
ご案内（一般競争入札）

　9月10日は世界自殺予防デーです。
自殺予防のために私たちにできることは
何か、考えてみませんか。
◎「いのちと心のキャンペーン」展示
とき　9月21日㈫〜24日㈮
ところ　市役所エントランスホール
◎弁護士による無料相談会（雇用、生活
相談、多重債務など）
とき　9月13日㈪13時〜15時
ところ　市役所1階（相談室を用意）
定員　4人（先着順）
申し込み　9月9日㈭までにいきいき健
康課　☎24・8161

　飼い犬・猫が迷子になったときは、す
ぐに小松警察署または南加賀保健福祉セ
ンターに連絡してください。また、飼い
犬・猫が逃げ出さないように係留や戸締
りなどをしっかり行い、名札やマイクロ
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）を行うなど、
ペットの適正な飼育に努めましょう。
問　小松警察署　☎22・0110　南加
賀保健福祉センター　☎22・0795　
環境推進課　☎24・8067

対象　住宅、店舗、事務所、集会場など
助成率　設置費の3分の2（1,000円未
満切り捨て）
助成金（上限）　○雨水貯留槽：200L未
満2万円、200L以上3万円　○雨水浸
透ます：6万円（内径20cm以上）※既存
の改修、新設共に補助対象になります。
○浄化槽転用雨水貯留槽：10万円
問　上下水道管理課　☎24・8164

　国有財産を一般競争入札（予定価格以
上で一番高い価格で入札した人が購入）
で売却します。入札期間内に入札関係
書類の提出を受け、後日まとめて開札
します。詳しくは北陸財務局のホーム
ページをご覧ください。
案内書配布開始　10月18日㈪〜
入札受付期間　11月8日㈪〜22日㈪
物 件 所 在 地　 向 本 折 町ワ171番3
（1,137.91㎡）
問　北陸財務局　☎076・
292・7875　経営政策課　
☎24・8037

くらし
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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 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
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初めての人におすすめ！楽しいスマホ教室

聞こえに障がいのある人の生活教室

こまつ姫御前コンテスト出場者募集

成人歯科口
こ う

腔
く う

健康診査

障がい者手帳スマホアプリ
「ミライロID」が使えます

こまつ食彩朝市＆
押し寿司講習会

フローラルこまつ
桜の苗木無料配布

小松市立高等学校　
学校説明会

受診期間　9月15日㈬〜12月15日㈬
対象　4月2日〜令和4年4月1日の間
に20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、
45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、
70歳、76歳※、80歳になる人　※75
歳ではなく、76歳になる人が対象です。
費用　700円
受診方法　9月上旬に送付する受診券を
持参し、市内の指定歯科医療機関で受
診してください。受診前に必ず歯科医
療機関に電話でご予約ください。
問　いきいき健康課　☎︎24・8056

　「ミライロID」は障がい者手帳が交付
されている人を対象とした、民間事業
者のスマートフォン向けアプリです。ミ
ライロIDを本人確認書類として認めて
いる施設などでは、アプリ画面を手帳
の代わりに提示することで利用料金の
減免などが受けられます。
対象　身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳が交付され
ている人
対象施設　市内31施設　※詳細は市
ホームページをご覧ください。
問　ふれあい福祉課　☎︎24・
8052　スマートシティ推進
チーム　☎︎24・8048

◎こまつ食彩朝市
　地元で採れた新鮮野菜、味

み

噌
そ

、梅干
しなどを販売します。
とき　9月18日㈯8時〜
持ち物　マイバッグ
◎押し寿司作り講習会
とき　9月18日㈯8時30分〜
定員　15人（先着順）
参加費　1,500円（容器、材料費込み）
持ち物　エプロン、三角巾、手拭きタ
オル、マスク、ビニール手袋
申し込み　9月3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

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（応募多数
の場合は抽選）※個人は対象外
そのほか　苗木は、樹高1.2m〜1.5m
程度、市内で誰でも鑑賞できる場所に
植えること。配布は3月下旬。
申込方法　9月24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

　学校の魅力を紹介し、高校進路選択
の参考にしていただく説明会を開催し
ます。
と き　9月23日 ㈭ ㈷10時 〜11時（ 受
付9時30分〜）
ところ　小松市立高校
対象　中学生の保護者、中学校の先生
など
申込方法　9月17日㈮までに電話また
は右記QRコードから　
申込先　小松市立高校　☎︎
47・2910

医療・福祉行事・募集

フローラルこまつ
花
はな

楽
がっこう

校

北陸新幹線見学会2021

寄せ植え園芸教室

①花の育て方基礎講座
　冬春花壇の植え替え準備や植え方な
どを伝授します。
とき　9月28日㈫10時〜
②園芸まなび会
　チューリップなどの秋植え球根の植
え方を学びます。
とき　10月5日㈫10時〜
ところ　いずれも市役所7階会議室
定員　各15人（いずれも先着順）
参加費　いずれも無料
持ち物　いずれも筆記用具
申 し 込 み　 ①9月27日 ㈪ ま で、 ②9
月3日㈮〜10月4日㈪に緑花公園セン
ター　☎︎24・8102

とき　9月25日㈯10時 〜11時（ 集 合
時間、場所は当選者に別途通知します）
対象　小・中学生の親子
定員　親子15組（子供1人につき大人
1人、応募多数の場合は抽選）
参加費　無料
申込方法　参加者全員の氏名（ふりが
な）、年齢、代表者の住所、電話番号を
記載の上、はがき、メールまたはFAXで。
申込期限　9月10日㈮必着
申込先　〒923-8650　小馬出町91　小 
松・能美鉄道利用連携会議事務局（経営
政 策 課 内 ）　 kikaku@city.komatsu.
lg.jp　☎︎24・8037　FAX24・8190

　季節の花苗を使って寄せ植えを作りま
す。
とき　9月25日㈯10時30分〜12時
ところ　国府公民館
定員　10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　9月16日㈭までに国府公民
館　☎︎47・0342

ところ　芦城センター　※施設見学は尾小屋鉱山資料館（市役所集合）
対象　市内在住の聞こえに障がいのある人とその家族
参加費　無料（一部実費負担あり）
定員　各10人程度（先着順）
申し込み　各開催日の2週間前までにふれあい福祉課　☎︎24・8052　 FAX

23・0294

応募資格　市内に在住または勤務・在学す
る18歳以上の女性
副賞　現金20万円、東京往復航空券など
応募方法　9月11日㈯までに履歴書と写真

（顔と全身各1枚）を郵送
応募先　〒923-0801　園町ホ91-1　北國
新聞社小松支社内「こまつ姫御前実行委員
会」事務局
問　北國新聞社小松支社　☎︎24・3111　
観光文化課　☎︎24・8076

　小松市の観光大使として、1年
間市内外のイベントなどで小松の
魅力をPRしませんか。
コンテスト開催日　9月25日㈯
募集人数　3人

　スマートフォン初心者向けの講座です。基本操作を学び、便利な
機能やアプリなどを使いましょう。講座の空き時間に、テーマにか
かわらず相談や質問にお答えします。
対象　スマホ操作を習得したい人　　定員　各回4人（先着順）　　
参加費　無料　　持ち物　スマートフォン（お持ちでない人には貸し出します）
問　スマートシティ推進チーム　☎︎24・8048

申し込み　各開催日の前日までにスマホ教室受付ダイヤル　
☎︎080・2963・0604（受付時間：平日10時〜16時）

第22回市民センター
グラウンドゴルフ大会

初心者歓迎！
はつらつ講座（陶芸）・後期

とき　10月9日㈯8時〜12時※雨天時
は16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
申込方法　9月18日㈯〜10月3日㈰に
参加費を添えて市民センター窓口まで
問　市民センター　☎︎24・6101

とき　10月5日〜令和4年1月11日の
火・金曜日（全15回）9時〜12時
ところ　旧秋田製陶（吉竹町ツ11）
対象　市内在住の65歳以上の人
定員　15人（先着順）
参加費　3,000円（別途材料費が必要）
申 込 方 法　9月17日 ㈮ ま で に 電 話、
FAX、メールまたは窓口で「氏名、電話
番号、住所」を伝えてください。
申 込 先　 社 会 福 祉 協 議 会　 ☎︎22・
3354　 FAX 22・3364　 sawafure@
komasya.com

内　容 と　き
聞こえの相談・聴力検査 10月1日㈮9時30分〜12時
コミュニケーションツール紹介など 10月15日㈮9時30分〜11時30分
施設見学 10月29日㈮9時〜12時
生活相談 11月12日㈮9時30分〜11時30分
料理教室 11月20日㈯9時30分〜12時
健康体操 11月26日㈮9時30分〜11時

内　容 と　き

スマホよろず相談 9月16日㈭、30日㈭、
10月14日㈭、28日㈭

便利なアプリの使い方 9月8日㈬、10月10日㈰
インターネットを使ってみよう 9月15日㈬
地図アプリの使い方 9月22日㈬
SNSを使ってみよう 9月29日㈬
オンライン会議 10月6日㈬
スマホの使い方を学ぼう 10月13日㈬
マイナンバーカードを便利に使おう 10月20日㈬
マイナポータルとは 10月27日㈬

内　容 と　き

LINEを使ってみよう
10月5日㈫、7日㈭、14日㈭いずれも9時
30分〜10時30分、10日㈰、19日㈫いず
れも11時〜12時

地図アプリの使い方 10月5日㈫、14日㈭いずれも11時〜12時、
10日㈰9時30分〜10時30分

インターネットを使ってみよう 10月7日㈭11時〜12時、19日㈫、26日
㈫いずれも9時30分〜10時30分

マイナンバーカード＆何でも相談会 10月26日㈫11時〜12時

こまつまちづくり
交流センター 会場

公会堂 会場
（一階 和室）

申し込み　各開催日の前日までにこまつNPOセンター
☎︎46・6661
※時間はいずれも13時30分〜14時30分
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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

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

小松市スポーツ教室（秋季）

サイエンスヒルズこまつイベント情報

くらしのかんづめくらしのかんづめ

市民センター主催教室  後期（10月～3月）

オール加賀クイズラリー　加賀の國ご当地クエスト3

好印象！ 
ファッションセミナー

　婚活で重要視される第一印象を良く
見せるためのセミナーです。洋服を選
ぶときのポイントやコーディネート、着
こなし方のコツなどをプロに学びます。
とき　10月24日㈰【女性】13時30分
〜15時、【男性】15時30分〜17時
ところ　市民センターセミナールーム
対象　独身の男女
定員　各15人（応募多数の場合は抽選）
参加費　無料
申込方法　10月10日㈰までにホーム
ページの申し込みフォームから、また
はこまつNPOセンター　☎︎
46・6661
問　はつらつ協働課　☎︎24・
8397

第10回環境王国こまつ
米食味コンクール出品者募集

　栽培したお米の食味値を確認できるほ
か、入賞すると国際大会に無料で出品で
きます。
出品資格　市内に住所があり、米づくり
に取り組む農業者及び農業団体
出品品種　令和3年産コシヒカリ
そのほか　出品点数は何点でも可。詳し
くは市ホームページをご覧ください。
申し込み　10月8日㈮までに玄米2kg
と申込書を最寄りのJA小松市
支店へ提出
問　農林水産課　☎︎24・8078

令和4年小松市成人式
　新型コロナウイルス感染拡大予防の
ため、中学校区別に2部制で行います。
とき　令和4年1月9日㈰【第1部】10
時〜　芦城・松陽・国府・安宅　【第
2部】14時〜　丸内・御幸・南部・中
海・板津・松東
ところ　義経アリーナ（末広体育館）
対象　平成13年4月2日〜平成14年4
月1日生まれの人
そのほか　今後の状況により内容が変
更となる場合があります。対象者へは
12月中旬に案内を郵送します。
問　青少年育成課　☎︎24・8128

第2回しみん救護員
講習のご案内

第223回珠算能力検定

　しみん救護員は、自主防災組織の救
急救護リーダーとして活躍する人です。
災害時などには、応急手当をしていた
だきます。
とき　基礎講習：10月30日㈯、31日
㈰、応用講習：11月13日㈯、14日㈰

（基礎講習と応用講習を各1日受講）
ところ　消防本部
対象　中学生以上（男女問いません）
※原則として、町内会長や事業所長か
ら推薦された人
定員　20人程度
参加費　無料
申込方法　9月30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FAX
申込先　消防本部南消防署　☎︎44・
2591　FAX 44・5586

とき　10月24日㈰9時30分〜
ところ　小松商工会議所
受 験 料　1級：2,340円、2級：1,730
円、3級：1,530円、4〜6級：1,020円
申し込み　9月24日㈮までに小松商工
会議所総務・事業課　☎︎21・3121

教　室　名 と　き 対象・定員 参加費

紙ぜんまいコマを作って遊ぼう 9月18日㈯、19日㈰いずれも10時〜、13時10分〜、
15時〜（各60分）

小学生以上
各10人 100円

つくってあそぶ！
かめカメホバークラフト

9月25日㈯いずれも10時30分〜、13時30分〜（各
60分）

幼児以上
各10人 300円

教室名 開始日 時間 回数 内容 場所 定員 受講料
ピラティス

（女性対象）
10月11日〜
毎週月曜日

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） 20人 5,000円

エアロビクス 10月14日〜
毎週木曜日 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

申込方法　電話またはメール。メールは希望の教室名、氏名、連絡先を入力し送信してください。
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

　クエストマップ（問題用紙）を
手に、南加賀の観光地に設定
されたクイズに挑戦しよう。正
解者には抽選で、加賀の國6
温泉の宿泊券、6市町のグル
メなど特産品をプレゼントしま
す。

◆3Dスタジオ上映番組
「中秋の名月」
　古来より人々を魅了してきた月の神秘と、かぐや姫
の物語をお楽しみください。
とき　9月19日㈰、20日㈪㈷いずれも17時30分〜
ところ　3Dスタジオ
定員　各回60人（当日先着順）
参加費　観覧料

◆体験教室　参加には別途観覧料が必要です。小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。いずれも当日先着順。

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

◆スターウオッチング
「中秋の名月 Coming soon!」
　今年の中秋の名月は、9月21日㈫です。その前の
月をじっくり観察しよう。　
とき　9月19日㈰、20日㈪㈷いずれも18時30分〜
19時30分（曇雨天中止）
ところ　屋外
参加費　無料

クエストマップは
こちらから▶

（市役所などでも入手可能）

最新情報はヒルズホームページ
でご確認ください ▶

期間　令和4年1月10日㈪㈷まで
ところ　南加賀6市町（小松市、加賀市、能美市、川北町、
白山市、野々市市）の観光地、観光施設
参加費　無料
問　加賀地域連携推進会議（オール加賀会議）
事務局（観光文化課内）☎︎24・8076

　各エリアのチェックポイントで解答
を提出すると、参加賞の「加賀の國
オリジナルうまい棒」がもらえます。
※本数には限りがあります。

申し込み　いずれも先着
順。申請書に必要事項を
記 入し、10月2日 ㈯9時
30分〜17日㈰に市民セン
ター窓口まで。電話での
受 付 は10月2日 ㈯10時
30分から市民センター　
☎︎24・6101

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 第1・3火 13時30分〜15時 12回 20人 4,000円
茶道 第1・3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 第1・3木 9時30分〜10時45分 10回 12人 4,200円
編み物 第2・3・4木 10時〜12時 15回 20人 5,000円

総合書道A 第2・4金 13時30分〜15時30分 10回 20人 3,400円
総合書道B 第1・3金 13時30分〜15時30分 10回 20人 3,400円
ソフトヨガA 第1・3土 13時30分〜14時45分 10回 12人 4,200円

　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。
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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

くらしのかんづめくらしのかんづめ

※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。

消費せいかつ vol.
147

市民相談

賢い消費者になろう

電子レンジ庫内の発煙・発火に注意！

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

9/1
10/10

小松とまと一家  第5回  絵：あんず（※小松市立高校芸術コース美術専攻）

9/7㈫,21㈫,
10/5㈫

9/17㈮

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

9/1㈬,8㈬,15㈬,
22㈬,10/6㈬

9/9㈭

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

10/2㈯ 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
☎24・8070

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。

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

9/10㈮,10/8㈮ 13時～15時

9/6㈪,10/4㈪ 13時～15時

9/24㈮ 13時～15時

9/21㈫ 13時～
14時30分

9/10㈮,24㈮,
10/8㈮

10時～12時
※前日16時
までに予約

次回は10/26㈫
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

9/2㈭,9㈭,
10/7㈭

9/16㈭

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は
市ホームページへ

司法書士月イチ電話相談会
9月12日㈰13時～16時
石川県司法書士会
相談ダイヤル
☎076・292・1088

行政書士無料相談会
10月1日㈮～3日㈰
問　石川県行政書士会　
☎076・268・9555

無料公証相談所
10月1日㈮～7日㈭
土・日曜日除く
問　小松公証役場
☎22・0831

一針町
瀬川　華麗 ちゃん （1歳）

Message　　　　　　愛嬌たっぷり

これからも元気に育ってね！

パパ 秀之さん　ママ 純子さん

か れん

ハッピースマイル

今月の

お
昼
ご
は
ん

ど
う
し
よ
っ
か
な
ぁ

さ
あ
、
レ
ン
ジ
で

温
め
よ
う
♪

カ
レ
ー
を

温
め
た
だ
け
な
の
に

ト
ホ
ホ

もう少しで火事に
なるところだったわよ

えっ
！な
んで
ぇ

火が
出て
る！

パソコンやスマートフォンからいつでも、どこでも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。

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

電子申請サービスを
ご利用ください

休日・夜間医療情報

●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　10月14日㈭13時〜、14時40
分〜
ところ　すこやかセンター

母子の相談・教室
☎21・8118

健康づくりの相談・教室
☎24・8161

予約制予約制

いきいき健康課からのお知らせ

子育て＆健康づくり
7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）

全国道路・街路交通情勢
調査にご協力ください

　国土交通省による全国道路・街路交
通情勢調査が9月〜11月に行われます。
この調査は自動車の使われ方や道路状況
などを調査するものです。無作為に抽出
された自動車の所有者に調査票を郵送し
ますので、ご協力をお願いします。
問　国土交通省　金沢河川国道事務所
調査第二課　☎︎076・264・9912　道
路河川課　☎︎24・8085

社会生活基本調査に
ご協力ください

　社会生活基本調査では、皆さんの生活
時間の使い方や自由時間における活動状
況を調べ、ワーク・ライフ・バランスの
推進や少子高齢化対策などに必要な基
礎資料として活用します。
　10月上旬から中旬にかけて、調査対象
となった世帯に調査員が訪問します。イ
ンターネット回答をぜひご活用ください。
問　石川県統計情報室　☎︎076・225・
1343　管財総務課資産管理・統計担当
☎︎24・8020

そのほか

◆電子レンジ庫内の汚れを放置して
いると、発煙・発火の原因になりま
す。手入れをこまめに行うことが大
切です。
◆アルミなどが使われた袋や容器を
そのままレンジにかけると、電磁波
により火花が生じ、火災の原因にな
ることがあります。冷凍食品やレト
ルト食品は、パッケージに記載され
ている調理方法をよく読み、正しく
調理しましょう。
◆庫内で発煙・発火した場合は、動
作を停止し電源プラグを抜き、扉を
閉じたまま火が収まるのを待ちま
しょう。

レトルトカレーを電子レンジ
で温めていると、庫内から発

火した。

トラブル回避のポイント

事例

●育児相談
とき　9月27日㈪9時30分〜10時30分
ところ　すこやかセンター
申し込み　9月13日㈪9時〜
●両親学級
とき　10月22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
申し込み　9月22日㈬9時〜

月〜金曜日（祝日除く）8時30分〜17時

育児相談ダイヤル ☎21・0101

シネマ歌舞伎の
公演延期のお知らせ

　9月4日㈯に予定していた「シネマ歌舞
伎・葛西聖司の歌舞伎講座」は、感染症
拡大の影響により公演を10月9日㈯に延
期します。
チケット　既に購入の分は手続き不要で、
そのまま利用できます。
払戻期限　10月8日㈮まで　
詳しくはうらら　☎︎20・5501
までお問い合わせください。
問　観光文化課　☎︎24・8130
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