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市の情報を
ネットで！

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢

検索

■人口 464,237人
■世帯数 199,174世帯
（H27.4現在）

@CityofKanazawa 検索

「協働のまちづくりパートナーシップ・コンペ」
事業

提案企画募
募集
集
募集するテーマ

担当課

市民が自発的に金沢マラソンを盛り上げる気運向上と新たなコミュニティの形成 金沢マラソン推進課
妊娠・出産・育児までの切れ目のない支援体制の推進 − 産後ケアの充実 −

健康政策課

地球温暖化防止に関する市民ワークショップの開催

環境政策課

６月 26 日（金）
金沢市

詳細はこちら

採用予定数

市民協働推進事業

該当の方へは4月末に受診券を送付しました。
がん検診などの対象年齢の市民の方は、受診券が送られてこなくても
「集団検診」
を受診できます。
４月中に各ご家庭に配布した冊子
「金沢市健康診査のご案内」
をご覧ください。

健診結果で〝 気になること〟
〝 わからないこと〟があれば、福祉健康センターでの健康相談をご利用ください。
すこやか検診（５〜 10 月）

集団検診（５〜 12 月）

医院・病院

福祉健康センター・公民館・小学校 など

＜国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方、生活保護受給中の方＞
金沢市から送付される「受診券」と、ご本人の「健康保険証」をご持参ください
すこやか検診・集団検診いずれでも受診できます

＜協会けんぽや健保組合などに加入のご家族の方＞各保険者にお問い合わせください
若年者健診
18〜 39 歳の方
がん検診 など
検診項目により
対象年齢が
異なります

直接会場にお越しください（受診券不要）

【市民の方】
＜金沢市から受診券が送付された方のみ＞ 肝炎ウイルス検査は、受診券が必要です
お勤めでない市民の方に金沢市から受診券を 胃・大腸・乳・子宮頸がん検診は予約が必要です
送付します
予約先：石川県成人病予防センター
☎ 238-5140 FAX238-9207

検索

【問い合わせ先】健康政策課 ＴＥＬ２２０-２７３０ FAX２２０-２２３１

ラジオ広報

内容

◆いいね金沢（北陸放送）
5月9日（土）17：15〜17：30
「 守って走ろう！自転車ルール 」
◆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〜

問い合わせ先

費用 （記載の無いもの無料）

5/12（火）〜 15（金） 展示替えのため休館します
金沢能楽美術館 Ჯ220-2790
※5月16日
（土）
から「花の風姿」展開催

20歳以上の市民 調査票の配布、回収、整理など
調査統計室 Ჯ220-2040
（6月上旬締切）

就学援助の申請は５月７日
（木）
までです

ボッチャ教室

市内の小中学生の保護者で経済的理由で子供の就学が
困難な方に必要な費用の一部を援助します
通学している学校または教育総務課 Ჯ220-2477

「第27回民謡華絵巻」
入場整理券

電話申込み

はがき

◆金沢コミュ二ティチャンネル
（金沢ケーブルテレビネット31ch）
グッと快適！金沢暮らし
「 新しくなった観光案内所 」
◆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〜

参加者募集

5/16、6/20、7/25、8/22、9/26の土曜 14:00〜16:00
市障害者高齢者体育館 身体障害者手帳を持つ市民
市身体障害者団体連合会 Ჯ262-6660
（FAX同じ）

5月16日
（土） 13:30〜15:00
女性相談支援室 Ჯ220-2429
（先着順）
しょい

徳田秋聲記念館輪読会

5月9日
（土） 11:00〜12:30
市文化ホール２階大集会室
交通安全宣言、交通安全パレードなど
歩ける環境推進課 Ჯ220-2371

あ げ

第一回
「背負揚」

5月16日
（土） 14:00〜15:30 入館料 一般300円
学芸員と秋聲作品を鑑賞する読書会
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300
（先着順）

金沢 〜 白峰（ぶらり白峰特急）定期観光バス運行
5月10日〜31日の日曜 金沢駅発着（9:10発−16:30着）
2,800円（小学生以下1,400円）
北陸鉄道予約センター Ჯ234-0123
プロモーション推進課 Ჯ220-2759

工作教室
「オリジナルモビールをつくろう」
5月16日
（土） 10:00〜12:00 小学生 20人
金沢海みらい図書館 Ჯ266-2011
（先着順）

加賀野菜栽培体験セミナー 参加者募集
6/6、7/18、8/1、9/5、11/7の土曜 9:00〜11:00
（産地見学のみ12時まで）
野菜の現地栽培圃場
市民 15人程度
栽培実習と産地見学（加賀つるまめ、源助だいこん、金時草など）
往復はがきに行事名、参加者全員の住所、氏名、
電話番号、年齢
（保険のため）
を明記
〒920-0011 松寺町未59-1 JA金沢市園芸販売課
Ჯ237-3945
（5月18日必着、多数時抽選）

受講生募集

教室名
時間
受講料
① キッズ（3歳〜就学前） 14:45〜15:45 週1回3,900円
② ジュニアⅠ（小学1・2年生） 15:45〜17:00 週2回4,930円
③ ジュニアⅡ（小学3〜6年生）17:00〜18:15 ※月額
市総合プール、西部プール
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019

金沢マラソン
2015

「応援ステージ」及び「沿道にぎやかし隊」参加団体募集
応援ステージ

日時・場所
募集団体
内

容

募集締切

パフォーマンスチーム 15団体
（YOSAKOI、ダンス、応援団、チアリーディング、太鼓、吹奏楽など）

11月15日
（日） コース沿道の歩道など
※応援場所は自ら設定していただきます。※時間は場所によって異なります。

学校、企業、商店街、店舗、仲良しグループ、学童など
（概ね10人以上）

金沢マラソン当日、コース内２箇所にある
「応援ステー
ジ」
にて多彩なパフォーマンス
（よさこい、ダンス、太鼓
など）
で盛り上げる

コース沿道でお揃いのコスチュームやグッズを使った
声援などでランナーを応援

6月30日
（火）

7月31日
（金）

検索
【応募・問い合わせ先】
※申込書は金沢マラソンホームページよりダウンロードできます 参加申込書を持参・郵送・FAX 〒920-0999 柿木畠1-1
※書類選考があります
金沢マラソン組織委員会事務局 Ჯ220-2726 FAX261-2552
※応援の費用は出演者の負担となります
詳しくは、 金沢マラソン

５月７日 木 から 環境局 及び 教育委員会事務局 は本庁舎へ移転します
金沢市役所本庁舎耐震改修工事にともない仮庁舎へ移転していた環境局及び教育委員会事務局が
本庁舎に復帰移転します。

教育委員会事務局
（教育総務課、学校職員課、学校指導課、生涯学習課）

作品鑑賞ボランティア
「クルーズ・クルー」
募集
説明会：5月19日
（火） 11:00〜12:00（開場10:30）
20歳以上で説明会と事前研修３回に全て参加が可能な方
市内小学４年生の美術館体験と作品鑑賞サポート
金沢21世紀美術館 Ჯ220-2801

マタニティクラス
（安産教室）
5月22日
（金） 15:00〜16:30 出産予定の方
胎児の発達と流早産の予防、妊娠中の栄養とバランスの
とれた食事、ハッピーマタニティライフのために
※託児要予約（5月15日締切）
市立病院事務局 Ჯ245-2600（先着順、5月21日締切）

金沢山里朝市回廊

朝市の開催

◆平町千本桜の里直売所
（平町）
毎週土・日曜 10:00〜15:00 ※開催中
◆朝市 楽しんぼ
（新保町）
毎月第３日曜 10:00〜12:00 初回：5月24日
（日）
◆ごんでん朝市
（北方町）
毎週日曜 8:00〜10:00 初回：5月31日
（日）
農業振興課 Ჯ220-2213
（商品がなくなり次第終了）

みどりの里 じねんじょオーナー募集
（全３回）
5月24日、6月7日、11月8日の日曜 10:00〜12:00
全て参加できる市民 10組（1組2〜4人）
2,000円/組
往復はがきに住所、氏名、電話番号、人数を明記
〒920-1122 湯涌荒屋町47 金沢湯涌みどりの里
Ჯ235-8033（5月13日消印有効、多数時抽選、火曜休み）

沿道にぎやかし隊

11月15日
（日）10:40-14:10 ①城北市民運動公園内
11月15日
（日）11:20-16:00 ②西部緑地公園内

環境局（環境政策課、
リサイクル推進課）

金沢市ガス工事資格認定試験
①ガス責任技術者 ②第１種ガス本管工事士
講習会：6/17（水）、18（木） 筆記試験：7/8（水）
実技試験：②の筆記試験合格者を対象に９月開催予定
企業総務課 Ჯ220-2374
（5/11〜22受付）

DV被害者のための母と子のこころのサロン

交通安全市民大会を開催します

【市民の方】

詳しくは、 金沢市健康診査

テレビ広報

対象者

国勢調査員募集

子どもの水泳教室

検索

健 康 診 査 が 始 まりまし た

特定健診
40 歳以上の方

場所

審査のうえ、
２提案程度を採用

【応募・問い合わせ先】市民協働推進課 ＴＥＬ２２０-２０２６ FAX260-1178

対象年齢は
Ｈ 28. ３.31 現在

日時

5月8日（金）から観光交流課、市民センター、商工会議所で配布
観光交流課（市庁舎２階） Ჯ220-2194（6月7日開催）

金沢市では、行政上の特定のテーマについて、市民団体などと市が協力してまちづくりに取り組む
事業として「協働のまちづくりパートナーシップ・コンペ」を実施します。
今年度は、下記のテーマについて提案企画を募集します。市と一緒にまちづくりをしたいと考えて
いる市民団体などの皆様はぜひご応募ください。

募 集締切

凡 例

広坂１-１-１）

３階へ
５階へ

※環境政策課、
リサイクル推進課の
FAX番号が変わります。
FAX番号：076-261-7755
※その他電話番号に変更はありません。

【問い合わせ先】総務課 Ჯ00.+0.7/ýD?V04/+5533

しっかり食べよう教室 〜１歳児コース〜
5月26日
（火） 13:30〜15:30
1歳4カ月〜1歳11カ月の子の保護者 30人 ※託児要予約
虫歯予防の話、離乳食から幼児食への話、試食 ※母子健康手帳持参
泉野福祉健康センター Ჯ242-1131
（先着順）

こなん水辺楽校
「稲作体験」
生徒募集
5月31日
（日） 10:00〜12:00
こなん水辺公園（東蚊爪町）
稲刈り
（9月27日）
、収穫祭
（11月8日）
も参加できる市内・
河北潟周辺市町在住の家族 30組
はがきに住所、氏名、大人・子供の人数、電話番号を明記
〒920-8577
（住所記載不要）
緑と花の課
Ჯ220-2356
（5月20日必着、多数時抽選）

ドラムサークルワークショップ
6/6、27、7/25、8/22、9/12、26（全6回） 3,000円
小学生以上 20人 ※小学３年生以下は保護者同伴
輪になって、打楽器で即興の演奏をして楽しむ遊び
金沢市民芸術村 Ჯ265-8300、FAX265-8301
（FAXで申込み）

