毎週火曜日掲載

平成27年７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

金沢市職員業務ガイダンス

■人口 465,257人
■世帯数 200,424世帯
（H27.６現在）

@CityofKanazawa 検索

日時

①8月27日
（木）
、
②8月28日
（金） 学生のまち市民交流館
市のまちづくりや業務内容の説明、
職員との座談会など
対象職種は①事務、②土木、保健師ほか4職種 各100人
（先着順）
電子メールで申込み 詳しくは職員採用ホームページ参照
人事課 Ჯ220-2079
（8/14締切） 金沢市 職員採用 検索

市役所本庁舎の証明書自動交付機を一時利用停止します

新盆期間の臨時交通規制のお知らせ
野田山墓地周辺

野田山墓地

一方通行規制

▶墓地内車両進入禁止
７月１０日（金）
１８:00 〜１５日（水）
１７:00まで

大乗寺丘陵
公園内園路は
通行できません。

三小牛
平栗

大乗寺丘陵公園駐車場

平成墓地

Ჯ234-5112
（7月22日締切）

特別弔慰金の受付窓口を開設します

7/11〜15
7：00〜18：00

至内川

金沢市食の安全・安心条例
（仮称）
骨子案
意見募集
（パブリックコメント）
衛生指導課

大乗寺丘陵
公園駐車場

帰路

停止日：7月18日
（土）、19日
（日）、25日
（土）、26日
（日）
市民課 Ჯ220-2242

金沢市パブリックコメント 検索

新盆交通規制マップ

７月１１日（土）〜１５日（水） ９:00 〜１７:00

10月までの平日 9:00〜17:00 市庁舎1階ロビー
平成27年4月1日現在、公務扶助料・遺族年金などを受け
る方がいない、戦没者死亡当時の遺族に記名国債を支給
福祉総務課 Ჯ220-2278

金沢市歩けるまちづくり審議会委員を募集します

駐車場のご案内（2カ所）

窪・額方面

P

P

７月１１日
（土）〜１５日
（水） ７:00 〜１８:00
※期間中、野田山墓地周辺は交通渋滞が予想されます。
お墓参りの際は混雑する時間帯を避けるか、公共交通
機関をご利用ください。

野田山
墓地
至田上・卯辰山

山側

環状

奥卯辰山墓地公園

至大桑

9月6日
（日） 9:00〜16:00 松ヶ枝福祉館 ･ 松ヶ枝緑地
催しの補助､案内､清掃など ※説明会：7/26（日）10:00〜
金沢ボランティアセンター Ჯ231-3571（8月7日締切）

大乗寺

長坂台
小学校

臨時無料バス運行

一方通行規制
7/11〜15 9：00〜17：00

９:00〜１８:00 兼六園下発 １時間おき
（１３:00発は運休）

20歳以上の市民 動機（800字程度）
と必要事項を明記し郵送
歩ける環境推進課 Ჯ220-2371
（7月24日締切）

福祉のつどい2015金沢 運営ボランティア募集

P

野田町

７月１１日（土）〜１５日（水）
■区間：兼六園下（北鉄車庫前）⇔ 墓地公園

費用 （記載の無いもの無料）

問い合わせ先

【問い合わせ先】 市民課（市庁舎１階）
☎２２０−２２２８ FAX２２４-２１６３

小松・羽田便利用の旅行商品の割引
市民 羽田便利用の旅行商品に使用できる商品券を
購入すると5,000円割引となります 小松空港 検索
観光交流課 Ჯ220-2194

金沢芸術創造財団 職員募集
（10月1日採用予定）
採用予定：1人 主な勤務先：金沢21世紀美術館
金沢芸術創造財団 Ჯ223-9888
（7月27日必着）

「日本の夏1984
（仮）
」
展プレ企画
関東における80年代の現代美術 トークショー
7月12日
（日） 14:00〜15:30 80人
金沢21世紀美術館 Ჯ220-2800
（当日先着順）

市女性相談支援室からのお知らせ
◆ピアサポートグループ凪
7月16日
（木） 14:00〜16:00
暴力などで傷つきを経験した女性 10人
◆母と子のこころのサロン
7月18日（土） 13:30〜15:00 DVを受けた母子 10人
市女性相談支援室 Ჯ220-2429
（先着順）

キッズ消費者教育セミナー〜子どものための危険学〜
7月20日
（月）、8月2日
（日） 10:00〜15:00（全2回）
玉川こども図書館 市内の小学4〜6年生 20人
往復はがきに住所、保護者と子の氏名、電話番号、学校名、
学年を明記 〒920-8577
（住所記載不要） 人権女性政策推進課
Ჯ220-2095
（7月14日必着、多数時抽選）

環境政策課の催し

参加無料

米丸
ンド
ラ
コ
エ
７月19 日（日）

7月の能楽器体験

さくらっこ
リユ ー ス 市

in 米丸

12:30 〜

整理券配布
（先着順１００家族）
13:00 〜 15:30 開場
15:30 〜 16:30 お宝抽選会

（金沢市東力町ハ３-１）

輪読会

第二回
「出産」

7月18日
（土） 14:00〜15:30 10人 一般300円
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300
（先着順）

お 絵 かき
ア ク アリウ ム
地 物 野 菜 、菓 子
などの 販 売

☎２２０-２507

夏休み！博物館はスペシャル企画満載♪♪♪

FAX261-7755

いろんなことを体験しよう！

子ど も博 物 館 セミナ ー

【対 象】幼児から小学生と保護者
【参加費】無料
（大学生以上は入館料要）
【定 員】30人
☎２６３-２４４４ FAX２６３-２４４３
（火曜休み）

夢二のハンカチ ・

８/２１
（金） １４:００〜１４:４０

Ｔシャツ作り

▶金沢文芸館

親子で楽しむ

【対 象】小学生 【参加費】無料
【定 員】なし
☎220-2474 FAX２20-２197

茶道入門

のまりんの

ラジオ広報

館内クイズラリー

﹃夏の陣﹄ 紙芝居劇場
テレビ広報

▶金沢ふるさと偉人館
７/18
（土）〜８/31
（月）
９:30 〜 17:00
（入館は16:30まで）

▶中村記念美術館

耕雲庵

７/２５
（土）①１０:００〜１１:３０
②１３:００〜１４:３０
③１５:００〜１６:３０
【対 象】小・中学生と保護者
【参加費】
１人 ２００円 【定 員】
各席25人
☎２２１-０７５１ FAX221-0753

7月8日
（水）、9日
（木） 一般300円
金沢湯涌夢二館 Ჯ235-1112

7月8日
（水） 10:00〜15:00 未就学児と保護者
教育プラザ富樫 Ჯ243-1039

金沢子ども科学財団の催し

火曜休み

①ふしぎなフィルムケースリコーダーとパンフルートをつくろう
7月11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 ※申込み不要
②おもしろ実験・観察8月教室
8月3日
（月） 9:20〜12:40 小学3年生〜中学生 10人
金沢湯涌江戸村（財団集合、バスで送迎） 300円
③おもしろ実験 加賀ぞうがん教室
8月4日（火） 9:00〜、13:00〜 小学5年生〜中学生 各6人
日機装金沢製作所宗桂会館（財団集合、バスで送迎） 300円
④夏休み科学スクール
（全3回）
8月9日
（日）
〜11日
（火） 9:30〜、13:30〜
小学4年生 各15人（3日とも参加できる方） 1日300円
②③④は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
（7/24消印有効、多数時抽選）

北陸スチューデントジャズコンサート
「Jazz Colosseum」

▶金沢湯涌夢二館
８/８
（土）
・９
（日） １３:００〜１５:００
（１枚約１５分）
【対 象】小・中学生
【参加費】
５００円
（ハンカチ1枚または持参のＴシャツ）
☎２３５-１１１２ FAX２35-1115

◆みまっし金沢（石川テレビ）
7月11日（土）17：25〜17：30
「 夏休み親子わくわくスポーツフェスタ2015 」

◆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）
「 ミュージカルのその先へ
〜金沢ティーンズミュージカル第6回公演にむけて〜 」

◆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〜

7月18日
（土） 18:30〜19:30 一般300円
室生犀星記念館 Ჯ245-1108

マタニティクラス
（安産教室）
夢二館オリジナルポストカードプレゼント

西部環境エネルギーセンター旧工場跡地に整備を進めていました
「米丸交流広場」のオープンを記念し、
「 米丸エコランド」
を開催します。

【問い合わせ先】 環境政策課

7日、14日、28日の火曜 10:00〜17:00 一般300円
金沢能楽美術館 Ჯ220-2790

中学生・大学生のお兄さん、お姉さんと遊ぼう

１２:00〜１６:３０

西部環境エネルギーセンター

人力発電体験

エコ工 作
欠け茶碗クラフト
古フリースでハンドモップ

はがき

7月11日
（土） 17:30〜20:00
前売800円、当日1,000円（小学生以下無料）
金沢市民芸術村 Ჯ265-8300

出張！ふれあい昆虫館
7月12日
（日） 10:30〜11:30
蝶の羽化の観察とおはなし
玉川こども図書館 Ჯ262-0415

パソコン教室受講生募集
（全8回）
◆パソコン入門：7月14日
（火）
〜 毎週火木 10:00〜12:00
◆エクセル入門 : 7月14日
（火）
〜 毎週火木 13:00〜15:00
◆ワード入門 : 7月15日
（水）
〜 毎週水金 10:00〜12:00
生きがい工房此花 市民 各9人 10,400円とテキスト代
市シルバー人材センター Ჯ222-2411
（先着順）

煌めきコンサート〜弦楽四重奏で夕涼み〜
7月25日
（土） 18:00〜19:00 100人
安江金箔工芸館 Ჯ251-8950
（先着順）

古紙追跡隊・家庭ごみ追跡隊を大募集
古紙追跡隊：8月７日
（金） 9:30〜15:30
家庭ごみ追跡隊：8月11日
（火） 9:30〜16:00
西部環境エネルギーセンター集合・解散
市内在住の小学3〜6年生 各40人（親子での参加可）
リサイクル推進課 Ჯ220-2302
（先着順）

プログラミングでゲームをつくろう！
7月27日、8月3日の月曜 14:00〜16:00
パソコンを利用できる小学4年生〜中学生 各10人
ITビジネスプラザ武蔵 Ჯ224-6340
（先着順）

夏こそ麹を食べて元気になろう！夏の加賀野菜＋麹料理教室
7月28日
（火） 10:00〜13:30 市農業センター
市民 30人 1,000円 講師:料理研究家 小紺有花氏
往復はがきに教室名、住所、氏名、電話番号、託児の
有無を明記 〒920-8577
（住所記載不要）
農業振興課 Ჯ220-2213
（7/14必着、多数時抽選）

◆オリジナル
「一貫張りかご」
作り
7月18日
（土） 10:00〜12:00 市民 20人
キッズチャレンジ教室
「ことばであそぼう！」
西部環境エネルギーセンター 300円
7月29日
（水）
10:30〜12:00
市内の小学生 30人
◆夏休み再生可能エネルギー施設見学ツアー
泉野図書館 Ჯ280-2345
（先着順）
7月22日
（水） 13:00〜17:00
市内在住の小学4〜6年生 30人
西部環境エネルギーセンター集合、市営水力発電所、 夏の山里朝市まつり開催！
大桑防災拠点広場を見学
朝市名
開催日
朝市名
開催日
環境政策課 Ჯ220-2507
（先着順）
湯涌朝市・湯涌みどりの里 ７/12（日）との様街道直売所・砂子坂町 ７/19（日）
犀川おはよう市場・末町 ７/18（土）旭日やさい村・朝日牧町 ７/19（日）
企画展「前田土佐守家中興の祖 前田直堅」解説講座
熊走ふれあい市・熊走町 ７/18（土）
7月26日
（日） 10:00〜11:30、13:30〜15:00
農業振興課 Ჯ220-2213
各50人 一般300円
前田土佐守家資料館 Ჯ233-1561
（先着順）
夏休みこどもインターナショナルデイ！

蓄音器で聞く犀星の声
米丸交流広場オープンニングイベント

電話申込み

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

7月24日
（金） 15:00〜16:30 出産予定の方
市立病院 Ჯ245-2600
（先着順）

ジュニアスポーツ教室

受講生募集

◆チャレンジソフトテニス
（市総合体育館）
7/24（金）、29（水）、31（金） 16:20〜17:45
小学4〜6年生 1回800円
◆サマージュニアテニス
（東金沢スポーツ広場）
7/27（月）
〜31（金） 9:00〜11:00
ゲームができる小中学生 1回1,540円
◆チャレンジ新体操
（市総合体育館）
火曜 17:00〜17:50 年少児〜小学1年生 月額3,600円
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019

夏休み親子防災教室

参加者募集

7月25日（土）、8月10日（月） 9:30〜13:00 大桑防災拠点広場
市内の小学4年生以上の子と保護者 各30組
段ボールトイレ製作、防災食やはしご車体験、
夏休みの自由研究に役立つ地震に関する資料や
防災グッズの配布
危機管理課 Ჯ220-2366
（9:00〜受付開始、先着順）

石窯ピザづくり
7月26日
（日） 10:00〜12:30 市民 20人 500円
往復はがきに講座名、住所、氏名、電話番号を明記
〒920-1107 小豆沢町ヲ4 キゴ山ふれあいの里
Ჯ229-0583
（7月15日必着、多数時抽選）

歴史都市金沢の町家庭園探訪
7月26日
（日） 10:30〜11:30
①成巽閣、②玉泉園、③寺島蔵人邸庭園、④旧園邸と松声庵庭園
市内在住・在勤・通学の18歳以上の方 各10人
①1,000円、②700円、③300円、④無料
往復はがきに住所、氏名、電話番号、希望庭園名（第2希望
まで）
を明記 〒920-0046 大和町1-1 金沢職人大学校
Ჯ265-8311
（7月17日必着、多数時抽選）

髪飾り作り
7月26日
（日） 10:00〜12:00 小学1年生以上 10人
300円と入園料一般300円
金沢湯涌江戸村 Ჯ235-1267
（先着順、
火曜休み）

8月1日
（土） 10:00〜12:00 リファーレ 500円
小学3〜6年生 30人 国際交流員との交流
往復はがきに講座名、住所、氏名、電話番号を明記
〒920-0853 本町1-5-3 金沢国際交流財団
Ჯ220-2522
（7月21日必着、多数時抽選）

金沢総合健康センターの催し
◆からだとこころのリラックス教室
8月2日
（日） 13:30〜15:00
市民 30人 教授による講話と実技 100円
◆気になるコレステロール〜女性のためのヘルシークッキング〜
8月3日
（月）、9月6日
（日） 10:00〜13:30 各600円
市民
（女性） 各20人 ※託児要予約 講話、
調理実習など
金沢健康プラザ大手町
金沢総合健康センター Ჯ222-0102
（先着順）

しっかり食べよう教室
（2〜3歳児コース）
8月4日
（火） 9:30〜11:45 食事と歯の話など
2〜3歳児の保護者 30人 ※託児要予約
泉野福祉健康センター Ჯ242-1131
（先着順）

森と木の教室 こどもあおぞらウッディアート
8月4日
（火） 10:00〜、13:30〜 大乗寺丘陵公園
市内在住の小学生 各25人 800円
森林再生課 Ჯ220-2217
（7/17締切、多数時抽選）

ひとり親家庭の夏休み宿題教室とアロマヨガ
8月8日
（土）、9日
（日） 9:30〜12:30 県女性センター
ひとり親家庭の親子 15組
市母子寡婦福祉連合会 Ჯ224-3417
（先着順）

「ミッション：インポッシブル」
上映会無料ご招待
8月21日
（金） 19:00開演
ユナイテッド・シネマ金沢 ペア25組（50人）
往復はがきに住所、氏名、電話番号を明記 〒920-0022
北安江3-2-20 金沢勤労者福祉サービスセンター
Ჯ234-7871
（7月23日必着、多数時抽選）

秋季かるがも親子教室
（全5回）
9月〜11月 10:00〜11:15
火曜：城北児童会館､元町福祉健康センター
水曜：松ヶ枝福祉館､駅西福祉健康センター
木曜：教育プラザ富樫､金曜:泉野福祉健康センター
市内のH25.8.1〜11.30生まれの子と保護者 各20組
往復はがきで申込み
〒920-0811 小坂町西8-11 城北児童会館
Ჯ251-0444
（1人1会場､7/28消印有効､多数時抽選）

万寿苑編物講座受講生募集
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）

