ハウジング室

202１年も カレンダーの確認を！

こんな工事をさせていただきました ！

新しい年度を迎え、手帳やカレンダーで年間スケジュール
を確認する機会があると思います。東京五輪が延期となり、
７・８・１０月の祝日が変更になっています。昨年作成されたものは変更
されていない可能性が高いので確認しましょう！

小松市 手塚英語教室『改修工事』
生徒さん達に安心・快適に使っていただける
高機能トイレへリフォームしました！！

祝日移動の改正法が公布され、官邸ホームページにお知らせが掲載された
のは昨年の１２月４日でした。当社でもオリジナルの年間カレンダーを発行
していますが、編集・印刷の関係で変更前のものになっています。お手数で
すが、確認の上書き込んでいただきますようお願いいたします。

【 ２０２１年限定で３つの祝日が移動】
昨年「体育の日」から名称変更された「スポーツの日」を含む3つの祝日が
五輪開・閉会式前後に移動します。
通勤・通学ラッシュや渋滞をなくし、選手団の移動や、要人警護などへの
支障を減らす為だそうです。
海の日
本来は７月第３月曜日

スポーツの日
本来は10月第２月曜日

自動開閉・自動洗浄の洋式へ変更！

段差のある
和式から・・・

手洗いも自動で非接触なので衛生的です☆

住
ま
い
の
山の日 本来は８月１１日

床はクッションフロアに
壁は汚れを拭き取りやすい
パネル貼りにしました

ひんやりした総タイル貼りから・・・

出典 ｎippon.com

桜の名所でおこなわれる、加賀神明宮（山下神社）の例祭
「桜まつり」は中止が決定しました。
大聖寺商工振興会が主催となり『大聖寺の桜の名所 熊坂川に
賑わいを！』 という思いから開催されていました「熊坂川夜桜市」
も昨年に続き中止が決定しています。

春です！アットホームな教室で一緒に学びませんか
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手塚英語教室 月曜～土曜 17時頃～
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小中出建設

下水道接続工事
並びに、
耐震補強工事も
ご相談ください

3月21日発表の予想では
今頃満開となるそうですが
どうですか？✿

ローソン

☆ ４月の運勢 ☆

至吉崎・福井

至福井

北陸
銀行

加賀市役所

錦城中学校

大聖寺

至金沢

注文住宅 ・マンション新築 ・増改築 ・リフォーム・その他
〈 相 談、現 地 調 査、見 積 り お任せください 〉

創 業
６５年

大聖寺川河畔の道路では例年
のような車両止めもされません。
来られる際は、交通マナーを守り
気をつけてご鑑賞ください☆

ぼんぼりに照らされた夜桜を見ながら、あつあつのぜんざいに
焼き芋やみたらし団子 … は叶いませんが、全長1kmにわたり
咲き乱れるソメイヨシノをお散歩がてら楽しみにいらしてください

北国銀行

熊
坂
川

おかげさまで

おととしの夜桜市の様子

小学生 英語・算数
中学生 英語・数学
高校生 英語

住所：小松市串町東１０９ 電話：０７６１－４４－１０４２
各クラス、詳しくはお電話にてお気軽にお尋ねください！

２０２１年
４・５月号
vol.127

首相官邸ＨＰ

小中出建設のフレンズをご紹介
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今年度も、行事やイベントなどの中止や変更が
多くなりそうですね。なんとか開催できないかと
模索し対応してくださっているたくさんの方々には、
本当にお疲れ様と感謝の気持ちでいっぱいです。
沢山の笑顔を見ることが出来ればいいなと
願うしかない ちっぽけな編集者Ｔです…。

２・３月度は新築 １件、住宅内装・外装のﾘﾆｭｰｱﾙ工事が
１２件、加賀・小松・福井方面で工事をさせて頂きました。
ご近所のみなさまには工事中ご迷惑をおかけしました。
ご協力ありがとうございました。

Ｆｒｉｅｎｄｓ

か
わ
ら

もともと祝日になるはずだった ７月１９日 ・ ８月１１日 １０月１１日は
平日になります。

小中出建設株式会社
加賀市大聖寺地方町（錦町）13-6-2
HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.konakade.co.jp/
小中出建設

検索

GO

フリーダイヤル

０１２０－７１１－３９７

ＴＥＬ ： ０７６１－７２－０７１１ ／ ＦＡＸ ： ０７６１－７３－４５４６
営業時間 （月曜日～隔週土曜日） ８：００～１７：００

牡羊座 （3/21～4/20）

牡牛座(4/21～5/21)

双子座 （5/22～6/21）

運気が上昇！気持ちも実行力
も上向き☆問題があっても慌て
ずしっかり対応すれば、早く解
決して信頼も高まります。

新しいスタートを切るなら、背
中に追い風を感じる今！臆さ
ず自信をもって前に進んで◎。
仕事と休養のメリハリが大切。

状況は味方しているもののそ
れに気付かず自信を失いやす
いとき。周りに話を聞いても
らって自信を取り戻して。

蟹座 （6/22～7/22）
仕事運が好調☆自分の業務に
邁進を。公私共に誰かの思惑
に乗らないように気を付けて。
スキルアップを図ると吉。

獅子座 （7/23～8/22）

乙女座 （8/23～9/23）

天秤座(9/24～10/23)

蠍座（10/24～11/22）

好結果が出せそうなとき。より
高みを目指すことで活躍できそ
うです。やりがいを感じ、いっそ
う前向きになれそう。

探求心が高まり前向きな気持
ちもUP。何事にも意欲的に取り
込めるとき。経験豊富な人に話
を聞くと学びがありそう。

チームでの仕事は仲間への気
配りを忘れずに。自身の問題
や心配は抱え込まず、サポー
トを申し出る勇気を持って。

環境の重要性を実感しそう。自
分のペースを守り、着実に前進
していくと◎。焦った時は普段
通りを思い出して。

射手座(11/23～12/21)

山羊座(12/22～1/20)

水瓶座 （1/21～2/18）

魚座 （2/19～3/20）

恋や仕事は堅調に進展。公私
はメリハリをつけると充実して
過ごせそう。自分のスタイルを
見つけていける時。

ゆっくりしたペースで物事を楽
しみたいとき。弱気になる事も
ありますが、恋や仕事は順調
なことがほとんどです。

完璧を目指すより、少し不完全
でも早く表に出すことが吉。仕
事であっても考えてわからなけ
れば先輩に相談を。

目に見えるもの、触れられるも
のの運気が高まり衣食住への
関心がアップ。自身の快適さを
追求してみて。

こんにちは 加賀市が歴史まちづくり法に基づく 「歴史都市」 に認定されたそうです。県内では
金沢に次いで2例目になるそうで、歴史的な建造物や伝統文化保存の重点地区として今後
整備されていくそうです。１４代、２３０年に亘る前田家による統治、またそれ以前からの営みや
文化が評価されたわけですね。現代の我々はその価値を大事に受け継ぎ、さらに磨き上げ、
社長
後世に伝えていかなくてはならないなと思いました。
小中出佳津良

