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令和2年7月1日号

小松市の介護予防、はつらつシニア支援事業として、平成２８年度
からスタートしたミニデイは、現在２５ヶ所になりました。それぞれ、
簡単な体操中心にしているところや、カフェ中心にしているところな
ど、地域のお世話役の方が中心となり、さまざまな形で活動してい
ます！ 小松市社協では、ミニデイを開設していただける町内を随時
募集中です。お気軽にご相談ください！
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みんなで　２　令和 2年 7月 1日・№102みんなで　３　令和 2年 7月 1日・№102

はつらつ おとこ塾　＊男性のみ

おとこ塾の「料理教室」、スキルアップの「ライフプラン講座」など現在企画中です！
小松市社協広報 「みんなで」 10月号に、 はつらつ講座（後期分）掲載予定ですので、 楽しみに待っていてください！！

はつらつ講座担当

地域社会の持続可能な発展を目指して

はつらつ講座・令和二年（前期）

受講生募
集

申込み方法

〆切
 7月15日㈬
（陶芸･日本画は7/6㈪）

はつらつとした仲間との“まなびと交流”を通して、みなさまの活動の輪が一層広がることを
願って、３コース8講座を開講します。

対　象：65歳以上の市民　「※年齢制限なし」の講座もあります。
会　場：第一コミセン　他
その他：講座の様子を記録して、広報誌などに掲載させていただく場合があります。

電話、窓口、FAX、メールにて受け付けます。
❶お名前、❷電話、❸〒住所、❹ご希望の講座、をお伝えください。
※定員に満たない講座は締め切り後も随時受け付けしております！
※開講の２週間程前に受講確定をお知らせします。
※コロナウイルス感染防止のため、延期または中止になる可能性があります。

社会福祉法人 小松市社会福祉協議会（第一コミセン内）
〒923-0811 小松市白江町ツ108番1　☎0761-22-3354  FAX0761-22-3364
e-mail：sawafure@komasya.com

申込み・問合せ

はつらつ 市民コース

はつらつ スキルアップコース

加賀藩の歴史の中における小松での事象から、小松の歴史の一端を垣間見
て、受講者の方々と共に考えてみませんか。
講師：新修小松市史編集委員　宇佐美　孝　氏
日程：7/17・8/28・9/18・10/16・11/20（各金曜日）
時間：10：00～11：30

自宅にギター埋もれてませんか？若い頃弾こうとしたけど挫折した方、もう
一度フォークギターに挑戦してみませんか？
※（埋もれた）ギター持参
日程：9/11・9/25・10/9・10/23・11/6（各金曜日）
時間：10：00～11：30

加賀藩と
小松の歴史

フォークギター
をもう一度…

20名

10名

5回

5回

７
月
〜
11
月

9
月
〜
11
月

受講料
1,000円

受講料
1,000円

講　座 定員 回数 期間 受講料
材料費 内　容　・　講　師

講師：木田　弘之　先生
日程：7/7・7/14・7/17・7/21・7/28・8/4・8/7・8/21・8/25・

8/28・9/1・9/8・9/15・9/18・9/29（火・金曜日）
時間：9：00～12：00
場所：旧秋田製陶（吉竹町ツ11番地）

陶　　芸 15名

受講料
3,000円
材料費他
実費

受講料
3,000円
材料費他
実費

講師：今村　文男　先生
日程：7/7・7/14・7/28・8/4・8/11・8/18・8/25・9/1・9/8・

9/15・9/29・10/6・10/13・10/20・11/10（各火曜日）
時間：13：30～ 15：30

日 本 画 15名

講　座 定員 受講料
材料費 内　容　・　講　師

庭木の剪定から、地域の緑化推進まで、すぐに役立つ緑の知識と情報を
実地を交え学びます。
〈内　　容〉　私が相談を受けた例（病害虫）、庭木の鋏入れ、果実を楽しむ

他・実地３回
〈活躍分野〉　緑化ボランティア、町内会他
講師：樹木医　立花　武志　先生他
日程：7/20・8/3・8/24・9/7・9/14・9/28・10/19・11/16　　

（実地予備日10/26）
時間：9:00～11:30

花と緑の
まちづくり 10名

受講料
2,000円

テキスト代
500円

外国人と楽しくコミュニケーションするためのツールと多文化理解につ
いて学びます。
〈内　　容〉　交流体験、カタコトポルトガル語・カタコト英語・カタコト

中国語・カタコト韓国語など
〈活躍分野〉　町内会、国際交流、インバウンド受入他
協力：小松市国際交流協会
日程：7/31・8/7・8/28・9/11・9/25・10/9・10/23・11/20
時間：10：00～11：30

Let‘ｓ
コミュニケーション 10名

受講料
2,000円

材料費
1,000円

こどもの成長と保護者に寄り添うために必要なポイントを学びます。
〈内　　容〉　こどもの発達過程と遊びや心理の知識、成長を促す遊び、

絵本との関わり与え方、救急時の対応など
〈活躍分野〉　家庭から地域活動、ファミリーサポーター他
講師：講師：金城大学　奥村　澄　先生他
日程：7/30・8/27・9/10・9/24・10/15・10/29・11/12・11/26
時間：10：00～11：30

いまどき
子育てサポート
※年齢制限なし

10名

講　座 定員

15回

15回

回数

10回

10回

10回

回数

7
月
〜
9
月

７
月
〜
11
月

期間

7
月
〜
12
月

7
月
〜
12
月

7
月
〜
12
月

地域の高齢者の個別の生活ニーズに応えるため、福祉・介護に関する知
識や技術をもった人材を養成しようと、講座を企画しました。
協力：松寿園　他
日程：9/3・9/10（各木曜日）、9/15～10/6のうち2Ｈ×２回実習
時間：13：30～15：30

掃除・買い物
サポーター養成

（地域サポートクラブ）
※年齢制限なし

15名 6回
7
月
〜
12
月

期間 受講料
材料費

内　容　・　講　師
※初回、最終回は『はつらつ市民コース』共通（座学）
　開講：7/17（金） 　公立小松大学　中島　素子　先生
　閉講：12/7（月） 　公立小松大学　北岡　和代　先生

10：00～11：30

おとこだけで集まってやってみんけぇ？
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みんなで　４　令和 2年 7月 1日・№102みんなで　５　令和 2年 7月 1日・№102

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金で
お悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
に、少額の費用の貸付を行います。
■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入
の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸
付を必要とする世帯。
■貸付上限額
　20万円以内
※ 従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、
貸付上限額を20万円以内とします。
①世帯員の中に新型コロナウイルスの罹患者がいるとき
②世帯員に要介護者がいるとき
③世帯員が４人以上いるとき
④世帯員に臨時休業した小学校等に通う子や感染したおそれの
ある子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
⑤世帯員の中に収入が減少した個人事業主等がおり、生活費が
不足するとき
⑥特に資金の需要があると認められるとき

■据置期間
　1年以内　※ 従来の2月以内とする取扱を拡大。
■償還期限
　2年以内　※ 従来の12月以内とする取扱を拡大。
■貸付利子･保証人
　無利子･不要
■お申し込み先
小松市社会福祉協議会（☎２２-３３５４）
その他、小松市役所ふれあい福祉課（☎２４-８０５１）、小松駅前行政サービスセンター（☎２３-２３２３）
南部行政サービスセンター（☎４４-２５３５）でも受付できます。

申込みにあたり、ご準備いただくもの
１．住民票（原本）
 （世帯全員記載のもの、発行後３ヵ月以内）
※ 原則、現住所と住民票の住所が一致して
いることが必要です。

２．本人確認書類
次のいずれか
（１）運転免許証
（住所変更している場合は両面コピー）

（２）パスポート
（３）マイナンバーカード
（保護ケースに入れたまま表面のみコピー）

（４）健康保険証
（５）在留カード
（特別永住者証明書）※外国籍の方の場合

３．振込先の口座通帳またはキャッシュ
カード
（通帳がない場合は、振込先の口座を確認で
きるもの）

緊 急 小 口 資 金
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行い
ます。
■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失
業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっ
ている世帯。

■貸付上限額
　•（2人以上） 月20万円以内
　•（単身） 月15万円以内
貸付期間：原則3月以内、最長12月

■据置期間
　1年以内　※従来の6月以内とする取扱を拡大。

■償還期限
　10年以内

■貸付利子･保証人
　無利子･不要
※ 従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5％とする
取扱を緩和。

■お申し込み先
　小松市社会福祉協議会　☎22-3354

申込みにあたり、ご準備いただくもの
１．住民票（原本）
 （世帯全員記載のもの、発行後３ヵ月以内）
※ 原則、現住所と住民票の住所が一致して
いることが必要です。

２．本人確認書類
次のいずれか
（１）運転免許証
（住所変更している場合は両面コピー）

（２）パスポート
（３）マイナンバーカード
（保護ケースに入れたまま表面のみコピー）

（４）健康保険証
（５）在留カード
（特別永住者証明書）※外国籍の方の場合

　すでに緊急小口資金の特例貸付を
利用している場合は、改めて準備す
る必要はありません。

総 合 支 援 資 金 ※ ※総合支援資金のうち、
生活支援費

注）自立相談支援事業等による継続的な支援を
　　受けていただく場合があります。

送付申込み貸付手続きの
流れ お悩みの方

小松市社会福祉協議会 石川県社会福祉協議会

貸付決定･送金
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新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金で
お悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
に、少額の費用の貸付を行います。
■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入
の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸
付を必要とする世帯。
■貸付上限額
　20万円以内
※ 従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、
貸付上限額を20万円以内とします。
①世帯員の中に新型コロナウイルスの罹患者がいるとき
②世帯員に要介護者がいるとき
③世帯員が４人以上いるとき
④世帯員に臨時休業した小学校等に通う子や感染したおそれの
ある子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
⑤世帯員の中に収入が減少した個人事業主等がおり、生活費が
不足するとき
⑥特に資金の需要があると認められるとき

■据置期間
　1年以内　※ 従来の2月以内とする取扱を拡大。
■償還期限
　2年以内　※ 従来の12月以内とする取扱を拡大。
■貸付利子･保証人
　無利子･不要
■お申し込み先
小松市社会福祉協議会（☎２２-３３５４）
その他、小松市役所ふれあい福祉課（☎２４-８０５１）、小松駅前行政サービスセンター（☎２３-２３２３）
南部行政サービスセンター（☎４４-２５３５）でも受付できます。

申込みにあたり、ご準備いただくもの
１．住民票（原本）
 （世帯全員記載のもの、発行後３ヵ月以内）
※ 原則、現住所と住民票の住所が一致して
いることが必要です。

２．本人確認書類
次のいずれか
（１）運転免許証
（住所変更している場合は両面コピー）

（２）パスポート
（３）マイナンバーカード
（保護ケースに入れたまま表面のみコピー）

（４）健康保険証
（５）在留カード
（特別永住者証明書）※外国籍の方の場合

３．振込先の口座通帳またはキャッシュ
カード
（通帳がない場合は、振込先の口座を確認で
きるもの）

緊 急 小 口 資 金
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行い
ます。
■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失
業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっ
ている世帯。

■貸付上限額
　•（2人以上） 月20万円以内
　•（単身） 月15万円以内
貸付期間：原則3月以内、最長12月

■据置期間
　1年以内　※従来の6月以内とする取扱を拡大。

■償還期限
　10年以内

■貸付利子･保証人
　無利子･不要
※ 従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5％とする
取扱を緩和。

■お申し込み先
　小松市社会福祉協議会　☎22-3354

申込みにあたり、ご準備いただくもの
１．住民票（原本）
 （世帯全員記載のもの、発行後３ヵ月以内）
※ 原則、現住所と住民票の住所が一致して
いることが必要です。

２．本人確認書類
次のいずれか
（１）運転免許証
（住所変更している場合は両面コピー）

（２）パスポート
（３）マイナンバーカード
（保護ケースに入れたまま表面のみコピー）

（４）健康保険証
（５）在留カード
（特別永住者証明書）※外国籍の方の場合

　すでに緊急小口資金の特例貸付を
利用している場合は、改めて準備す
る必要はありません。

総 合 支 援 資 金 ※ ※総合支援資金のうち、
生活支援費

注）自立相談支援事業等による継続的な支援を
　　受けていただく場合があります。

送付申込み貸付手続きの
流れ お悩みの方

小松市社会福祉協議会 石川県社会福祉協議会

貸付決定･送金



収入 支出

HAPPY♥WEDDING
令和元年度こまつ結婚相談所に登録
されている方のうち1組がめでたく
ゴールインされました。
末永いお幸せを相談員一同
心よりお祈り申し上げます。

その他
5,551,270円
その他
5,551,270円

補助金
35,005,926円
補助金
35,005,926円

共同募金配分金
8,121,186円
共同募金配分金
8,121,186円

受託金
79,114,760円

受託金
79,114,760円

基金運営事業費
4,786,644円
基金運営事業費
4,786,644円

施設管理運営事業
15,962,925円
施設管理運営事業
15,962,925円

法人運営事業費
26,490,836円
法人運営事業費
26,490,836円

地域福祉活動推進事業費
35,649,181円

地域福祉活動推進事業費
35,649,181円

ボランティア
活動センター事業費
3,834,352円

ボランティア
活動センター事業費
3,834,352円

総合相談事業費
32,990,824円
総合相談事業費
32,990,824円

共同募金
配分事業費
8,121,186円

共同募金
配分事業費
8,121,186円

社会福祉
法　　人 小松市社会福祉協議会決算報告社会福祉
法　　人 小松市社会福祉協議会決算報告

総額 127,793,142円

資産・負債の内訳 金　　額
Ⅰ　資産の部
　１．流動資産

現金預金　普通預金
定期預金
未収金
立替金
前払金

流動資産合計
　２．固定資産

基本財産
固定資産物品等
退職共済預け金
基金及び積立金

固定資産合計
資産の部合計

Ⅱ　負債の部
　１．流動負債

未払金
預り金
前受収益

流動負債合計
　２．固定負債

退職給与引当金
固定負債合計
負債の部合計
差引純資産

17,179534
20,600,000
10,044,822

52,437
66,073

47,942,866

1,100,000
4,538,443
27,220,830
192,378,134
225,237,407
273,180,273

6,666,275
1,237,415
84,000

7,387,690

37,273,200
37,273,200
44,660,890
228,519,383

単位：円

令和2年3月31日現在財 産 目 録

当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

▲42,806円
40,597,982円
40,555,176円

共同募金配分事業費
8,121,186円

ふれあいのまちづくり
いきいきサロン助成
3,835,653円

ふれあいのまちづくり
いきいきサロン助成
3,835,653円 地区社協・民協

　　　活動育成費
　1,060,854円

地区社協・民協
　　　活動育成費
　1,060,854円

広報発行費
2,374,081円
広報発行費
2,374,081円

ボランティア活動
相談事業・その他
850,598円

みんなで　６　令和 2年 7月 1日・№102

令和元年度令和元年度

総額 127,835,948円

こま婚
こまつ

結婚相談所

あなたの出会いをサポートします

社協で結婚相談やってます。
結婚を考えている方、登録してみませんか？ 「結婚相談所」ってどんなところ？

小松市社会福祉協議会が運営する「結婚相談所」
は、登録料・年会費・成婚料等は無料です。
※但し、お見合い等に係る実費はご負担いただきます。

相談員があなたと直接お会いして、
あなたに合ったお相手をマッチング！
※相談により得た個人情報は秘密を厳守し、他の目的に
使用することはありません。

相談日 毎週土曜日　13：30～15：30
場　所 小松市白江町ツ108-1
 第一コミセン内　
 小松市社会福祉協議会談話室

＊予約制ではありませんので、お待ちいただく場合があ
ります。

■問い合わせ

小松市社会福祉協議会
　☎22－3354



みんなで　７　令和 2年 7月 1日・№102

◎福島孝子（西町）
◎高見照子（吉竹町）
◎南部中学校生徒会
◎デイサービス里川の家
◎幼保連携型認定こども園のしろこども園
◎㈱ゲンダ美術印刷
◎セレモニーホールアデュー
◎航空自衛隊小松基地医務室
◎保育所型認定こども園南陽幼保園
◎北村みどり
◎幼保連携型認定こども園松陽こども園
◎山田有木子
◎中海小学校
◎串小学校
◎陽だまり会
◎平田忠弘（金沢市）

［基金へのご寄附］
◎戸大建設工業株式会社　 ◎新谷俊英（津波倉町）　 ◎土中伊佐男（向本折町）

（令和2年3月1日～令和2年6月8日） 順不同・敬称略

●ボランティア活動振興基金 100,000,000円
●地域福祉活動振興基金 32,428,134円

（令和2年6月2日現在）（令和2年6月2日現在）

寄附 報告寄附 報告

◎国府地区社協
◎矢田野小学校
◎こでまり会
◎蓑輪町いきいきサロン
◎認定こども園よしたけこども園
◎高木幸子（安宅町）
◎弁慶スタジアム
◎谷口詩生奈（塩原町）
◎秋山徠斗（義仲町）
◎小松友の会
◎幼保連携型認定こども園月津こども園
◎蓮田澄子（相生町）
◎加南自動車学校
◎辻むつみ（北浅井町）
◎田中豊（東町）
◎竹内咲美枝（日吉町）

◎田中幸司（白松町）
◎山下絹子（今江町）
◎向本折小学校
◎瀬領保育所
◎犬丸保育園
◎安宅小学校
◎幼保連携型認定こども園あおば保育園
◎髙舘恵美子（上小松町）
◎国府小学校
◎松陽中学校
◎小松サン・アビリティーズ
◎東稜小学校
◎外池浩子（日の出町）
◎苗代小学校
◎川稔（今江町）
◎社会福祉法人こばと福祉会

◎北市京子
◎前川弘子（西軽海町）
◎松登百合子（中海町）
◎田井京子（大領中町）
◎舟見が丘保幼園
◎前田茂（里川町）
◎こまつまちつくり交流センター
◎組（アッセンブル）
◎アドバンス北陸サービス
◎小松加賀環境衛生事務組合
◎さくら園
◎下東事（南浅井町）
◎小松市図書館
◎濱秋英子（古府町）
◎匿名13件

［物品等のご寄附］

 1 あらきカメラ 龍助町140-2 22-5011 不定休

 2 ＆Ｂ STUDIO（アンドビースタジオ） 園町ニ61-1 フルハウス202号 27-1589 不定休

 3 ギンザフォト 向本折町ホ20-3 22-2166 水、日曜日

 4 ㈲コバヤシ・スタジオ 西町85-3 21-7222 無休

 5 写真屋コスモ アル・プラザ店 園町ハ23-1 アルプラザ小松 24-1304 平和堂小松店と同じ　　　　　

 6 写真屋コスモ 今江店 今江町2-726 24-5297 無休

 7 スタジオアリス イオンモール新小松店 清六町315 24-0440 無休

 8 那谷写真館（たにでスタジオ） 湯ノ上町ト29-15 65-1600 無休

 9 ハートスタジオ小松店 芦田町2-1 23-1270 月、火曜日

 10 パステル・リーフ 福乃宮町1-92 48-4648 木曜日

 11 橋本写真館 符津町ウ79-20 44-3235 木曜日

 12 マルワ写真館 京町43 23-0308 不定休

 13 水原写真館 龍助町140 22-0678 火曜日

 14 わかまつ写真館 大川町3-7 23-1194 無休

 15 ワシダ写真館（出張撮影のみ） 龍助町48 22-0574 火曜日

記念写真は撮られましたか？記念写真は撮られましたか？77歳の方へ77歳の方へ

　小松市では、今年77歳を迎える皆さまへお祝いの
記念写真をお贈りさせていただいております。
　対象の方には「敬老記念写真撮影券」を郵送して
ありますので、事前に写真館へご予約のうえ、記念
撮影をされますようお願いします。

対 象 者
　昭和18年4月2日～昭和19年4月1日に生まれた方
　（令和2年4月1日に小松市に住民票のある方）
※敬老記念写真は、地区ごとに開催される敬老会の席上にて
　お渡しするか、地区のお世話役の方が直接お届けします。
　ご都合の悪い方は写真館での直接受け取りも可能です。

No. 店　　　　　　名 住　　　　所 電話番号 休業日
【小松市指定写真館一覧】

写真館に
事前の予約を
お願いします。

（50音順）

今般の新型コロナウイルスにおける感染症拡大防止のため、ペットボトルキャップ・プルタブ
などの回収受付を、勝手ながら当面の間休止させていただきます。
日頃よりペットボトルキャップ・プルタブの回収についてたくさんの方よりご協力いただき、
ありがとうございます。

ペットボトルキャップ
プルタブ回収

一時休止のお知らせ



■発行
社会福祉
法　　人 小松市社会福祉協議会

小松市ボランティア活動センター
〒923－0811 石川県小松市白江町ツ108-1
 第一地区コミュニティセンター1F

TEL（0761）22-3354  FAX（0761）22-3364
e-mail:sawafure@komasya.com
http://www.komasya.com/

簡単な
日常生活支援
（30分以内）

趣味の活動や
話し相手
（1時間以内）

買い物

掃除

ゴミ出し
話し相手

囲碁や将棋など
趣味活動

…など …など

地域サポートクラブ地域サポートクラブ小
松
市
　日常生活において支援を必要とされ
る高齢者を、地域内でサポートすること
により、困りごとを解消し安心して生活
できる環境をつくり、地域福祉の充実
を目指します。
　お手伝いして欲しい人（利用会員）と、
お手伝いしたい人（協力会員）相互の支
え合いを目的とします。

▲

令和２年度サポーター養成講座(1回目)は、
　はつらつ講座のページをご覧ください。

■申し込み・お問い合わせ
　小松市社会福祉協議会 ☎22-3354

※単なる支援ではなく、自立に向けた寄り添い型
の生活支援になります。サポーターがすべてす
るのではなく、利用者の方がご自分でできるこ
とは極力ご自身で行っていただきます。

利用対象者 65歳以上の一人暮らし、または家族が障がいや病気等により支援がむずかしい世帯の方で、要支援1，
2の認定を受けた方、もしくは、はつらつシニア支援事業の事業対象の方

利用回数 おおむね週2回まで（2支援まで）

利用時間 午前8時から午後5時まで（生活支援は1回あたり30分以内、趣味活動は1回あたり60分以内）

利 用 料 1回100円（10枚1000円のチケットを購入していただきます。）

サポーター募集!
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インフォメーション

こんぺいとう、紅、柏葉、七段花、
霧島の恵、ピラミッド。我が家のあじさい達です。
　今年、鉢植えから庭に植え替えをしました。今までより日当たりが
悪くなったので心配していたのですが、葉を茂らせそれなりに
花が咲き始めています。植物の生命力を感じますね。
　私もあじさいを見習って、新しい生活様式を普通の
生活として過ごせる様に頭を切り替えていきたいなあと
思っています。「人間は考える葦である」ですね！（S）

　お待たせしました！！ ６月１日(月)より第一コミセンのご利用が再開されました。
　新型コロナウイルス感染拡大の防止と市民の生涯学習や地域活動の両立を進め
るためのガイドラインが定められました。
　ご不便をおかけしますが、皆さんに安心してご利用いただくためご協力とご理
解のほどよろしくお願いいたします。詳しい内容につきましては第一コミセンへお
問い合わせください。
　小松市社会福祉協議会ホームページにも掲載してございます。 

第一コミセン ☎0761-23-2414

第一地区
コミュニティセンター
のご利用について

第一地区
コミュニティセンター
のご利用について


