毎週火曜日掲載

平成27年４月７日

金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

いいね金沢

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

検索

場所

対象者

内容

金沢市屋外広告物 嘱託指導員募集（5月1日採用予定）

■人口 464,821人
■世帯数 199,067世帯
（H27.３現在）

@CityofKanazawa 検索

日時

４月 12 日（日）は
石川県議会議員選挙の
投 票 日 で す！！

普通自動車運転免許（AT限定可）
を有する方 1人
未許可 ･ 違反広告物の指導､窓口･電話応対など
所定の申込書に写真付き履歴書を添えて提出
※詳細はお問い合わせください
景観政策課 Ჯ220-2364
（4月10日必着）

4月15日
（水）
〜5月10日
（日） 一般300円
展示と合わせて春の俳句 ･ 短歌を募集､作品は後日掲示
寺島蔵人邸 Ჯ224-2789

姿勢改善体操
（全7回） 受講生募集
4月17日〜6月5日の金曜 14:15〜15:00
中央市民体育館 10人 4,320円
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019

「投票のご案内」はがきを世帯主あてに送付します。
す。
ご本人の投票所入場整理券を切り離して、はがきに記載の
に記載の
投票所にお持ちください。

住所を変えて
いない方

最近住所を
変えた方
（平成７年
４月13日までに
生まれた方）

○

移転１回

○※

県外 平成 27 年１月２日までに転入届を出した方
から 平成 27 年１月３日以後に転入届を出した方

移転２回
以上×

○

×

※市町長が発行する
「引き続き石川県内に住所を有する旨の証明書」
が必要です。

投票日に投票所へ行けない方は、期日前投票ができます
期

間 ４月１１日（土）まで

場

所 次の１２カ所のどちらでもできます。

期日前投票をされる場合も、ご本人の投票所入場整理券を期日前投票所へご持参ください。
期日前投票所

投票時間

市役所本庁（新館１階）
森本・金石・犀川・安原・額・押野・浅川の各市民センター
泉野・元町・駅西の各福祉健康センター
西部環境エネルギーセンター

毎日
午前８時30分
〜午後８時

※受付手続きとして、投票所窓口に備え付けてある宣誓書(請求書)の記載が必要です。
※ホームページから様式をダウンロードの上、あらかじめ自書してご持参いただくこともできます。

詳しくは 金沢市選挙管理委員会
【問い合わせ先】金沢市選挙管理委員会

検索

Ჯ220-2077

河北潟クリーン作戦

FAX261-7755

西部環境エネルギーセンターに
資源搬入ステーションがオープンしました！
平日の夜間や、休日でも自己搬入ができる資源ごみステーションです。どうぞご利用ください！

回収
品目

西部環境エネルギーセンター敷地内
（東力町・旧西部クリーンセンター跡地）

4月23日
（木） 13:30〜15:00
金沢健康プラザ大手町東館 100円
要介護認定などを受けていない65歳以上の市民 30人
金沢総合健康センター Ჯ222-0102
（先着順）

経験者陶芸講座

下記の資源ごみに限ります。分別して出してください。
あき缶、ペットボトル、あきびん、金属、小型家電類、
容器包装プラスチック、古紙、蛍光灯、乾電池

搬入
時間

年末年始を除き、
年中無休

・平日 13:00〜21:00
・休日 10:00〜21:00

【問い合わせ先】リサイクル推進課 Ჯ220-2302 FAX260-7193

市長定例記者会見を生中継します

日時

｢USTREAM｣（ ユーストリーム）で配信します。
※会見終了後、録画でもご覧いただけます。

金沢市公式ホームページ｢ようこそ市長室へ｣
からアクセスできます。

４月10日（金）１4：00〜

「われらの時代」
展プレイベント
｢DOMMUNE スプツニ子！×宇川直宏｣

受講生募集

ラジオ広報

◆グッディ金沢・いいね金沢
（北陸放送）
金曜 12：25頃〜
◆いいね金沢 耳より情報
（ラジオかなざわ）
月〜木曜 16：55頃〜

戸室市民ビオトープ活動

金沢おやこ農業体験塾

ひとり親家庭

高齢者健康づくり体力増進教室
5月28日〜来年3月17日の木曜 10:00〜11:30（全40回）
金沢健康プラザ大手町東館 2,200円
要介護認定などを受けていない65歳以上の市民 40人
金沢 ･ 健康を守る市民の会 Ჯ222-0103
（4月30日締切､多数時抽選）

バスツアー｢辰雄と犀星の軽井沢｣

4月25日､5月9日､30日､6月13日の土曜 9:30〜16:30
県女性センター 30人 6,000円
女性相談支援室 Ჯ220-2429
（先着順）

おとなの読書サロン〜KANAZAWA本の森 読書会〜
｢フランス人は10着しか服を持たない｣

6月4日
（木） 10:00〜15:30 軽井沢駅集合 ･ 解散
24人 参加費4,500円と軽井沢往復旅費自己負担
室生犀星記念館 Ჯ245-1108
（受付：4/13〜27）

相続＆終活セミナー

4月28日
（火） 19:15〜20:45 10人
※本は自分で準備し､当日までにお読みください
玉川図書館 Ჯ221-1960（本日10時から受付､先着順）

● 生後91日齢以上の犬は、登録と年1回の
狂犬病予防注射をしなければなりません

７日（火）

９日（木）

● 登録済みの方は、日程通知はがきをお持ちください

間

会

場

10:00〜10:30 小坂公民館
11:00〜11:30 千坂公民館

6月21日
（日） 10:00〜12:00
金沢勤労者プラザ 50人
金沢勤労者福祉サービスセンター Ჯ234-7871
（4月15日10時から受付､先着順）
４月

時

13:00〜13:30 内川公民館
14:15〜15:00 此花町公民館

19 日
（日）

９:30〜10:30 中央小学校

6,100円

12 日
（日）
検索

間

会

場

10:00〜11:30 金石会館
14 日
（火）
13:00〜14:00 木越団地町会会館

10:30〜11:30 押野市民センター
13:00〜13:30 三谷公民館
16 日
（木）
14:00〜14:30 医王山農村環境改善センター
13:00〜14:00 安原市民センター
10:00〜10:30 湯涌公民館
９:30〜11:30 泉野福祉健康センター
18 日
（土）
11:00〜11:30 城東市民体育館
13:00〜14:30 元町福祉健康センター

11 日（土） 11:00〜11:30 新竪町小学校
13:00〜14:30 田上小学校

登録済みの犬 3,100円

詳しくは… ペットについて 金沢市

時

就業支援講習会

◆就業支援セミナー
5月17日
（日） 13:30〜15:30 教育プラザ富樫
市内在住のひとり親､寡婦 30人 6カ月児以上託児あり
◆パソコン講習会 〜 表計算3級取得コース〜
5月17日〜7月12日の日曜（全9回） 教育プラザ富樫
市内在住のひとり親､寡婦 30人 6カ月児以上託児あり
教材費 ･ 受験料実費（7,000円程度）
市母子寡婦福祉連合会 Ჯ224-3417（5/1必着､多数時抽選）

参加者募集

ＤＶ被害者サポーター養成講座 受講生募集

受講生募集

5月〜10月の土曜 9:00〜12:00（月1回､全6回）
市内在住の小学生と保護者 15組
往復はがきに講座名､住所､全員の氏名､子の学年､
電話番号を明記 〒920-0371 下安原町東1471
市農業センター Ჯ249-2744（4月20日必着､多数時抽選）

4月25日
（土） 9:00〜12:00（11月まで全9回）
戸室リサイクルプラザ集合 市民 100人
ビオトープ周辺での自然観察､農園での作物栽培など
環境政策課 Ჯ220-2507

定期狂犬病予防注射
実施のお知らせ

未登録の犬
◆ピープル＆シティアイラブ金沢
（エフエム石川）
日曜 18：30〜
◆ちょっときいてたいま！（ラジオかなざわ）
土曜 10：00〜

4月24日
（金） 19:00〜21:30 90人 1,000円
金沢21世紀美術館 Ჯ220-2801（4/13からHPで申込み）

４月

● 会場での手数料

5月〜来年3月の土曜 14:00〜15:30（全10回）
入門 ･ 初級 ･ 中級 各60人（重複応募不可） 1,500円
往復はがきに希望講座（1人1講座）､住所､氏名､電話番号を
明記 〒920-0863 玉川町2-20 玉川図書館近世史料館
Ჯ221-4750
（4月17日消印有効､多数時抽選）

受講生募集

4月23日
（木）
〜来年3月29日
（火）
火曜10:00〜､木曜10:00〜､13:00〜､金曜10:00〜､13:00〜
各20人（H27.4.1現在､講座受講生名簿登録者は不可）
年12,000円 材料費別途
はがきに住所､氏名､電話番号を明記
〒920-0822 東長江町辺2-1 千寿閣
Ჯ222-0008
（4/14必着､多数時抽選）

毎月第1 ･ 3月曜 13:30〜15:00
60歳以上の市民 10人
松寿荘 Ჯ268-6757
（先着順）

平成
２７年度

古文書講座

健康講習会｢腰痛 ･ 膝痛予防を学ぼう！｣

季節展示｢端午の節句展｣

太極拳講座

5月9日〜11月7日の土曜 9:30〜11:30（全6回）
額谷ふれあい公園 市内在住の家族（小学生以上）50組
はがきに住所､全員の氏名､子の学年､電話番号を明記
〒920-8577
（住所記載不要） 緑と花の課
Ჯ220-2356
（4月20日必着､多数時抽選）

4月20日
（月） 15:00〜16:15 金沢商工会議所
市内の事業者 80人
環境政策課 Ჯ220-2507
（先着順）

①実験観察教室｢バネであそぼう｣
4月11日
（土） 10:00〜11:30､13:30〜15:00
広坂子ども科学スタジオ
（駐車場なし）
年長児〜小学2年生と保護者 各25組 100円
②おもしろ実験 ･ 観察 放射線教室
5月9日
（土） 9:30〜15:00 財団実験室 ･ 市内近郊
小学5年生〜中学生 20人 300円
②のみ往復はがきに教室名、住所､氏名､学年､電話番号
を明記 〒920-0913 西町3-16 金沢子ども科学財団
Ჯ221-2061（①申込み不要､②5月1日消印有効､多数時抽選）

松寿荘

◆初心者のための小説入門講座
5月9日
（土） 10:30〜12:00（12月まで全8回）
中学生以上 20人 4,000円（高校生以下無料）
◆詩入門講座 〜 詩を読み､学び､書こう〜
5月9日
（土） 15:00〜16:30（12月まで全10回）
中学生以上 20人 5,000円（高校生以下無料）
◆朗読会 五木寛之作｢親鸞｣完結篇上
5月10日
（日） 14:00〜15:30（12月まで全8回）
40人 一般100円（高校生以下無料）
金沢文芸館 Ჯ263-2444
（先着順､火曜休み）

マイりんごサポーター募集

河北潟岸辺

NEDO講演会｢水素社会の実現に向けて｣

夢二館オリジナルポストカードプレゼント

火曜休み

◆サンドキャスト手形作り
5月2日
（土） 13:30〜16:30 10人 1,000円
◆経験者向けロクロ上達教室 湯飲みから大鉢まで
（全3回）
5月9､16､23日の土曜 13:30〜16:00 6人 7,000円
◆珠洲の土で黒い器をつくろう
（全2回）
5月14､21日の木曜 9:30〜12:00 10人 5,000円
金沢卯辰山工芸工房 Ჯ251-7286（先着順､火曜休み）

4月19日
（日） 14:00〜16:00 128人
泉野図書館 Ჯ280-2345
（当日先着順）

4月11日
（土）
〜6月7日
（日） 五月人形やこいのぼりなど
金沢くらしの博物館 Ჯ222-5740

場所

はがき

市民工房

映画会｢幸せへのキセキ｣

①4月の能楽器体験
7日､14日､21日､28日の火曜 10:00〜17:00 一般300円
②謡曲｢藤｣の世界を訪ねて
（バスツアー）
5月16日
（土）9:00〜17:00 氷見市､高岡市 40人 6,000円
②のみ往復はがきに行事名､住所､氏名､電話番号を明記
〒920-0962 広坂1-2-25 金沢能楽美術館
Ჯ220-2790（①申込み不要､②4月21日必着､多数時抽選）

金沢子ども科学財団の教室

第1回｢黴｣

参加者募集

4月19日
（日） 9:00〜10:00
環境指導課 Ჯ220-2521

市役所､各福祉健康センター､各市民センター
65歳以上の市民 ※年齢を確認できるものが必要
市内の公衆浴場を1回150円で年22回まで利用できます
長寿福祉課 Ჯ220-2288

4月8日
（水）､9日
（木） 一般300円
金沢湯涌夢二館 Ჯ235-1112

連続講座

4月18日
（土） 14:00〜16:00 40人
講師：上田正行 徳田秋聲記念館館長 一般300円
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300
（先着順）

金沢能楽美術館の催し

○

県内
から 選挙人名簿に 平成 27 年１月３日以後に
載っていた方で 転入届を出した方

かび

徳田秋聲記念館

交付場所：泉野 ･ 元町 ･ 駅西福祉健康センター､健康政策課
※妊娠届出書持参､市民センターでは交付していません
駅西福祉健康センター Ჯ234-5103

受講期間：5月〜来年2月 中央公民館彦三館ほか
詳細は 金沢ボランティア大学校 検索
金沢ボランティア大学校 Ჯ233-2456（4月17日必着）

○

平成 27 年１月２日までに転入届を出した方

母子健康手帳の交付場所が4カ所になりました

ボランティア大学校（全8コース） 受講生募集中

○

平成 27 年３月 16 日までに
市内 選挙人名簿に 転居届を出した方
間で 載っている方で 平成 27 年３月 17 日以後に
転居届を出した方

4月18日
（土） 14:00〜15:30 25人（一眼レフ持参）
基本からアート写真の撮影 500円
金沢市民芸術村 Ჯ265-8300､FAX265-8301（FAXで申込み）

ふれあい入浴補助券を交付しています

当日投票できる方 投票でき
今の住所で 前の住所で ない方

平成７年４月 13 日までに生まれた方

電話申込み

金沢文芸館の催し

初級一眼レフカメラ講座｢おもしろ写真を撮ってみよう｣

35歳未満（H27.4.1現在）
で、市内商店街で起業を
考えている方、
または事業を営んで1年未満の方
審査会採択後､運転資金 ･ 家賃助成､アドバイザー派遣
商業振興課 Ჯ220-2193
（6月3日締切）

投票時間 午前７時〜午後８時

あなたの投票は？

派遣期間：8月3日
（月）
〜28日
（金）
市内 ･ 近郊の大学 ･ 短大 ･ 大学院に在学し､中級以上
のフランス語が可能な18〜25歳（H27.4.1現在）
の
市民 2人 ※渡航費一部補助､宿泊 ･ 食事提供あり
国際交流課 Ჯ220-2075
（4月20日締切）

起業にチャレンジする若者を募集しています！

〜 大切な 明日を決める その一票 〜

引っ越しの時期によって投票場所が
異なる場合があります。

問い合わせ先

ドウダンツツジの開花と春の名品展＆俳句 ･ 短歌募集

フランス･ナンシー市役所インターン派遣学生募集

投 票 所

費用 （記載の無いもの無料）

広坂１-１-１）

Ჯ
（076）
220-2033 FAX
（076）
220-2030
Eメール : kouhou@city. kanazawa. lg. jp

市の情報を
ネットで！

凡 例

21 日
（火）

９:30〜11:30 泉野福祉健康センター
13:00〜14:30 元町福祉健康センター

９:30〜11:30 大徳中学校
13:00〜15:00 駅西福祉健康センター
10:00〜10:30 臨海水質管理センター
11:00〜11:30 旧金沢市農協川北支店
13:00〜14:00 森本市民体育館
14:30〜15:00 小動物管理センター

※ 登録･狂犬病予防注射は動物病院でもできます

【問い合わせ先】小動物管理センター Ჯ258-9070

FAX258-9071

