毎週火曜日掲載
金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

平成27年８月４日

いいね金沢

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

検索

@CityofKanazawa 検索

日時

場所

対象者

内容

特別障害者手当､福祉手当､特別児童扶養手当は
年1回の現況届の提出が必要です

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

受付：8月11日
（火）〜9月10日
（木）
の平日
障害福祉課 Ჯ220-2289

■人口 465,396人
■世帯数 200,540世帯
（H27.７現在）

〜 君に届け！
１万４千キロからのメッセージ〜

法律相談：8月10日
（月）〜14日
（金）
登記 ･ 成年後見相談：8月12日
（水）
市民相談室
（市庁舎2階） Ჯ220-2222

南極ワンダーライブラリー
14:00 〜 15:50

アメリカシロヒトリ･チャドクガにご注意！

金沢海みらい図書館
1階交流ホール

問い合わせ先

インテルサット衛星

衛星
通信センター

｢新聞｣をテーマにした写真展
8月8日
（土）〜30日
（日） 一般300円
金沢ふるさと偉人館 Ჯ220-2474

◆

各世帯で早期発見 ･自主防除をお願いします
緑と花の課 Ჯ220-2356

8月8日
（土）〜11月30日
（月） 一般300円
※学芸員による展示解説
8月8日
（土） 11:00〜11:40､14:00〜14:40
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300

企画展｢大拙の願い - 自由と平和 - ｣スペースツアー
8月9日（日） 14:00〜 学芸員による展示解説 一般300円
鈴木大拙館 Ჯ221-8011

◆越冬隊経験者からのメッセージ

内容

〜南極が私を変えた！〜

8月の人権相談

昭和基地

第55次南極地域観測隊越冬隊 坂下大輔氏に
よる南極観測の意義と昭和基地の話

（南極

東オングル島）

衛星交信
イメージ図

◆ブックトーク〜お勧め本の紹介〜

専用回線

◆南極昭和基地とリアルタイムで衛星交信
国立極地
研究所
（東京都）

現地隊員が質問に答えます！

小学4年生以上 250人
（要申込み、先着順）

対象

申込み 往復はがきに住所､氏名
（4人まで）
､
・
問い合わせ先 電話番号を明記
（8月17日必着）

金沢海みらい図書館

〒920-0341 寺中町イ1-1
金沢海みらい図書館
☎266-2011 FAX266-2014
詳しくは 金沢海みらい図書館

インターネット

８月20日
（木）〜９月15日
（火） １階ギャラリー

検索

全国から集まるアカペラー達の声で創り出されるハーモニー
心地よい、爽やかな歌声から、夏の暑さを吹き飛ばすほどの
熱いパワフルな歌声まで、聞きたい組合せは自由自在

まち
な
あふ かに歌声
れる２
日間！

さあ、自分だけのアカペラライブを
思いっきり楽しみましょう！

出演

８月29日（土）

【問い合わせ先】観光交流課

テレビ広報

ラジオ広報

約１，
０００人

８月30日（日）

◆金沢アカペラ・コンクール2015 １７:３０〜２０:００
前売1,000円
金沢市アートホール
当日1,200円
（全席自由）
◆ストリートステージ １１:００〜１８:３０
金沢駅もてなしドーム、ポルテ金沢B１Fサンクンガーデン、
東別院山門前、めいてつ・エムザ1Fレストアベニュー、
香林坊アトリオ広場、KOHRINBO109前、
タテマチハーバー

7日
（金）市庁舎2階 13:00〜15:00
5日
（水）粟崎､ 20日
（木）千坂､ 26日
（水）鞍月の
各公民館 13:00〜16:00
人権女性政策推進課 Ჯ220-2095

◆ストリートステージ １１:００〜１７:３０
金沢駅もてなしドーム、ポルテ金沢B１Fサンクンガーデン、
近江町いちば館広場、香林坊アトリオ広場、KOHRINBO
109前、金沢学生のまち市民交流館、
タテマチハーバー
◆ファイナルステージ １７:００〜２０:００
しいのき緑地特設ステージ

☎220-2194

FAX260-7191

◆みまっし金沢（石川テレビ）
8月8日（土）17：25〜17：30
「 清華大学美術学院
・金沢美術工芸大学交流展 」

◆金沢コミュニティチャンネル
（金沢ケーブルテレビネット31ch）
「 買い物するなら
金沢市商店街プレミアム商品券で！ 」

◆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〜

◆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〜

◆市シルバー人材センター入会説明会
8月12日､26日の水曜 13:30〜14:30 60歳以上の市民
◆高齢者就労支援セミナー
8月12日､26日の水曜 14:30〜16:00 60歳以上の市民
市シルバー人材センター Ჯ222-2411

図書館利用講座｢もっと知りたい 図書館の活用方法｣
8月7日
（金） 13:30〜14:30 40人
玉川図書館 Ჯ221-1960
（当日先着順）

8月8日
（土） 10:00〜14:00 どなたでも
千寿閣 Ჯ222-0008

｢ゆわくの日｣はオリジナルポストカードをプレゼント
8月8日
（土）､9（日） 入館された方
金沢湯涌夢二館 Ჯ235-1112

一般300円

国際的音楽交流コンサート
〜 International Music Festival 〜
8月8日
（土） 19:00〜､9日
（日） 14:30〜
出演：ゲント･ ユース･ジャズ･オーケストラ
（ベルギー）ほか
一般1,500円､高校生以下1,000円（当日500円増）
金沢市民芸術村 Ჯ265-8300

SOLZICK、clearance、jammin Zeb
その他アマチュア１８０グループ

ア

カ

ペ

ラ

はがき
リ エ

ゾ

ン

Men's a Cappella Liaison コンサート
8月22日
（土） 19:00〜20:00
50人 300円
鈴木大拙館 Ჯ221-8011
（先着順）

夏休みのお楽しみ工作
8月23日
（日） 10:00〜12:00 小学1年生以上 20人
木や竹を使った工作 一般300円
金沢湯涌江戸村 Ჯ235-1267
（先着順､火曜休み）

小中一貫教育シンポジウムin金沢
8月29日
（土） 13:30〜15:30 県文教会館
500人 事例発表､パネルディスカッションなど
学校指導課 Ჯ220-2436
（先着順）

市シルバー人材センターの説明会・セミナー

ニュースポーツ体験

観測活動や昭和基地などの写真パネルを展示します！

電話申込み

企画展｢芙美子と秋聲｣
法律相談､登記 ･ 成年後見相談をお休みします

９月５日（土）

費用 （記載の無いもの無料）

広坂１-１-１）

金沢湯涌創作の森の催し

火曜休み

①初心者向け｢麻の平織ミニトートバッグ｣を織ろう
8月8日（土） 10:00〜16:30 小学4年生以上 6人 3,500円
②家族そろって宝探しの旅 〜 宝島フェス
8月9日（日） 10:00〜18:00 1家族1,500円（別途有料体験）
金沢湯涌創作の森 Ჯ235-1116（①要申込み､先着順）
②の詳細は実行委員会 Ჯ090-1315-7085

金沢子ども科学財団の実験教室

火曜休み

①科学実験｢色ちがいホットケーキをつくろう｣
8月8日（土） 10:00〜､13:30〜 広坂子ども科学スタジオ
年長児〜小学2年生と保護者 各25組 100円
ずかわ

②おもしろ実験｢化石を探ろう頭川層｣
9月5日（土） 9:30〜15:00 財団集合バス移動（小矢部市）
小学4年生〜中学生 30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
（8月28日消印有効､多数時抽選）

金沢ナイトミュージアム
①コニーズアイ企画 金沢音散歩
8月14日
（金） 18:00〜､19:30〜 金沢能楽美術館
各50人 スピーカーで楽しむ金沢の音風景 一般300円
②Rocca Game Night
（ロッカ･ ゲーム･ナイト）
8月15日
（土） 19:00〜 金沢ふるさと偉人館
20人 立体に見える不思議なカードゲーム 500円
金沢芸術創造財団 Ჯ223-9898（②要申込み､先着順）

金沢能楽美術館の講座
◆｢観能の夕べ｣プレ講座
8月15日
（土）､29日
（土） 16:00〜17:30 一般300円
◆講座｢能楽ことはじめ｣ 〜 宝生紫雪の金沢滞在について
8月22日
（土） 14:00〜15:30 一般300円
金沢能楽美術館 Ჯ220-2790
（先着順）

｢障害のある人の作品展｣作品募集
受付：8月17日
（月）〜28日
（金）
の平日
障害のある方が制作した書､絵画､手工芸品､陶芸､
写真を募集 ※福祉のつどい2015金沢（9/6）
で展示
市身体障害者団体連合会 Ჯ262-6660
（FAX同じ）

めざせ！金沢マラソン2015 サタデーラン教室
8/29〜11/7の土曜 9:00〜11:00（全11回） 犀川河川敷
10kmを完走できる方 40人 5,500円
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019
FAX247-9016
（所定の用紙あり､FAXで申込み）

しっかり食べよう教室 離乳食完了期コース
9月2日
（水） 13:30〜15:30
11カ月〜1歳3カ月児の保護者 30人 ※託児要予約
生活リズム･ 離乳食完了期の進め方の話､試食など
泉野福祉健康センター Ჯ242-1131
（先着順）

川村美紀子 新作ダンス｢まぼろしの夜明け｣
プレビュー公演＆トーク
9月5日
（土） 18:00〜､6日
（日） 15:00〜
一般1,500円､大学生以下1,000円 ※友の会特典あり
ミュージアムショップ､ローソンチケットで発売中
金沢21世紀美術館 Ჯ220-2811

湯涌でお泊まり農業体験 モニター募集
9月5日
（土）〜6日
（日）､9月19日
（土）〜20日
（日）
11月28日
（土）〜29日
（日） 金沢湯涌みどりの里ほか
全3回参加できる方 20人 各2,500円､小学生以下各1,000円
野菜栽培､大根ずし作り､そば打ち､クラフト体験など
花咲く湯涌ネットワーク推進プロジェクト Ჯ235-1852（先着順）

要約筆記入門講座
（全10回） 受講生募集
生きがい工房此花｢やさしいパソコン教室｣
①8/19（水）､20（木）､②8/26（水）､27（木） 10:00〜12:00
パソコンに初めて触れる市民 各9人 3,100円
市シルバー人材センター Ჯ222-2411
（先着順）

キッズスクール科学
8月21日（金） 10:00〜11:20 市内の小学5 ･ 6年生 30人
磁石を学んでモーター作り アルカリ単3電池など持参
泉野図書館 Ჯ280-2345
（先着順）

夏休み親子体験教室｢おやき作りと農業体験｣
8月22日
（土） 9:00〜16:00 親子10組 20人
熊走町 山の灯り｢里｣､熊走町公民館
市シルバー人材センター Ჯ222-2411
（先着順）

9月12日〜11月14日の土曜 10:00〜12:00 松ヶ枝福祉館
市内在住 ･ 在勤 ･ 通学の18歳以上の方 20人（高校生不可）
市聴力障害者福祉協会 Ჯ233-7729（8月31日締切）

すっきり！メタボ解消教室
9月16日（水）〜11月20日（金） 13:30〜16:00（全10回）
市総合体育館 市民 40人
講話､運動実技､調理実習 1,500円
金沢総合健康センター Ჯ222-0102
（先着順）

万寿苑｢押し花講座｣

受講生募集中

毎月第1､3月曜日 10:30〜12:00
60歳以上の市民 10人
万寿苑 Ჯ244-6745
（先着順）

