毎週火曜日掲載

平成27年10月６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

@CityofKanazawa 検索

日時

場所

対象者

内容

国勢調査の調査票の提出はお済みですか

■人口 465,624人
■世帯数 200,738世帯
（H27.9現在）

平成28年１月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの確認と本人確認が必要になります

マイナンバーとは、一人ひとりが持つ12桁の番号
（個人番号）
です
・平成27年10月以降、住民票の住所あてにマイナンバーの通知カードが届きます
通知カードは必ず受け取り、なくさないよう大切に保管してください
・通知カードが届いたら、個人番号カードのお申し込みができます

金沢湯涌夢二館

調査票が届いていない方はご連絡ください
調査統計室 Ჯ220-2040

受診はお早めに！すこやか健診は10月31日で終了します
健康政策課

Ჯ220-2730

10月は労働相談強化月間です！

◆

市民課・市民センターの
窓口で申請

◆

バリアフリー、省エネ、耐震の住宅改修に伴い、工事後３カ月
以内の申告で固定資産税額が減税される場合があります
東日本大震災に伴う代替土地・家屋の取得において、
申告により固定資産税が軽減される場合があります
資産税課 Ჯ220-2156

金沢海みらい図書館の催し
◆パネル展「海のしごと〜 魅力発見！日本のくらしを支える人びと」
10月27日
（火）
まで 船員の仕事と海のしごとの魅力紹介
◆マンドリンで楽しむ名作アニメの世界
10月11日
（日） 13:30〜14:00、15:00〜15:30
演目：君をのせて、
カントリーロード、
となりのトトロなど
金沢海みらい図書館 Ჯ266-2011

郵送で住民票の
住所で交付

特別展
「幕末維新期の加賀藩」
■個人番号カードを持つことで窓口での行政手続きがスムーズにできますので、なるべく取得する
ことをお勧めします。
■マイナンバーに関する詳しいパンフレットを市内の全世帯に配布していますので（9月30日より）、
詳細はそちらをご覧ください。
FAX224-2163

世界の今に向けて
伝統の再編集をつづけて10年
進化する、かなざわごのみ。

10月8日
（木）〜11月23日
（月）
玉川図書館近世史料館 Ჯ221-4750

金沢湯涌江戸村の催し

ＳＵＴＥＫＩ１5 〜かなざわ工芸物語 〜

１００人×１００品展

金 沢 の 工芸に出会う9日間！

10/10(土)〜18
（日）
市内の工芸ショップ＆ギャラリーなど

かなざわくらふとマルシェ
10/10(土)〜12
（月）
10:00 〜 19:00（最終日は17:00まで）
しいのき迎賓館 しいのき緑地・石の広場

素敵な工 芸 品 が抽 選で当たるスタンプラリー同時開催！

金澤ファッションコンペティション2015

第12回 ミス加賀友禅コンテスト

10/10
（土） 15:00 〜（ファッションショー）
しいのき迎賓館 特設ステージ

10/12
（月） 14:30 〜 17:00
しいのき迎賓館 特設ステージ

協賛
イベント

かなざわファッションショー2015
協賛
イベント

金沢市工芸協会創立90周年記念

ファッションマルシェ

〜 茶の時空間 〜

10/10(土)〜12
（月）
10:00 〜 19:00（最終日は17:00まで）
しいのき迎賓館 ギャラリーＡ

10/14
（水）
〜10/18
（日）
10:00 〜 18:00
金沢21世紀美術館 市民ギャラリーＢ

ラジオ広報

市女性相談支援室からのお知らせ

四十万木の駅プロジェクト！木材と竹を集めます

◆ピアサポートグループ凪
10月15日（木） 14:00〜16:00 暴力で傷つきを経験した女性 10人
◆母と子のこころのサロン
10月17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
（申込み順）

「誰が世界を翻訳するのか」
レクチャー・シリーズ
◆
「いのちの壁 いのちの通路ーふたたび翻訳を問う」
10月16日（金） 18:00〜 真島一郎氏（東京外語大学大学院教授）
◆
「エル・アナツイ、足もとの歴史をかたる」
10月17日
（土） 13:00〜 川口幸也氏（立教大学教授）
◆
「結婚を通してアフリカとつながる」
10月18日（日） 13:00〜 鈴木裕之氏（国士舘大学教授）
各90人（当日先着順）
金沢21世紀美術館 Ჯ220-2800

①科学実験教室
「指紋のなぞ」
10月10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角間の里山自然探検秋教室
11月7日（土） 9:30〜16:00 小学3年生〜中学生 30人
金沢大学角間の里記念館周辺 300円
②は往復はがきに教室名、住所、参加者の氏名、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
（10/30消印有効、多数時抽選）

10月10日（土）〜12日（月） 9:00〜16:00 市総合体育館
バドミントン、太極拳など13種目のスポーツ体験
市スポーツ事業団 Ჯ241-0882

10月17日（土） 10:00〜 先着50人に秋星りんご贈呈 一般300円
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300

プラネタリウム新番組投映記念イベント
「中垣哲也氏オーロラ全天上映会」
10月17日
（土） 11:00〜、13:30〜、15:30〜、17:30〜
各回80人 一般510円、中学生以下300円（最終回は無料）
キゴ山天体観察センター Ჯ229-1141（当日先着順）

金沢能楽美術館の催し

◆茶会参加者募集
10月17日（土） 12:00〜、13:00〜 松涛庵 各20人 1,500円
◆講演会
「野﨑家と塩づくり」 参加者募集
10月17日
（土） 14:00〜15:00 70人 一般300円
金沢能楽美術館 Ჯ220-2790
（申込み順）

カローリング教室

参加者募集
（全5回）

10/17、11/14、12/19、1/16、2/20の土曜 14:00〜16:00
市障害者高齢者体育館 身体障害者手帳をもつ市民
市身体障害者団体連合会 Ჯ262-6660

緑花フェスティバル2015「体験教室」参加者募集
10月18日（日） 13:00〜14:00 20人 玉川公園周辺の樹木探訪
緑と花の課 Ჯ220-2356
（申込み順）

玉川健康講座「ウオーキング教室〜玉川公園を歩こう♪〜」
10月23日
（金） 13:30〜15:30 30人
玉川図書館 Ჯ221-1960
（申込み順）

10月10日
（土） 14:00〜15:10
玉川こども図書館 Ჯ262-0415

世界工芸コンペティション・金沢2015

【問い合わせ先】おしゃれメッセ実行委員会（クラフト政策推進課内） Ჯ220-2192

テレビ広報

①
「大拙と柳宗悦」
スペースツアー
10月12日
（月） 14:00〜 一般300円
学芸員による展示作品の解説
②鈴木大拙生誕記念講演会「大地の人ー大拙のいきかたー」
11月11日
（水） 14:00〜15:30 金沢歌劇座 100人
鈴木大拙館 Ჯ221-8011
（②申込み順）

秋季特別展記念

火曜休み

かなざわスポーツフェスティバル2015開催！

近江町交流プラザの催し

秋星りんご×徳田秋聲記念館 十周年記念贈呈セレモニー

①10月10日
（土）
は
「湯涌ぼんぼり祭り」
のため入園無料
②錦秋の茶会
11月1日
（日） 第一・二席9:30〜、
第三・四席11:30〜、
第五・六席13:30〜 一席 20人 2,500円
②は往復はがきに住所、氏名、電話番号、希望の時間を明記
〒920-1122 湯涌荒屋町35-1 金沢湯涌江戸村
Ჯ235-1267
（申込み1人につき1枚記入、10/16消印有効、多数時抽選）

にこにこ人形劇＆舞台劇

10/11（日）【第1部】13:30 〜 【第2部】15:30 〜
しいのき迎賓館 特設ステージ

〜 交通によるまちづくり

FAX260-7191

◆まいどさんの金沢クイズ（テレビ金沢）
10月10日（土）11：40〜11：45
「 金沢の偉人の巻 」

◆いいね金沢（北陸放送）
10月10日（土）17：15〜17：30
「 かなざわエコライフキャンペーン 」

◆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の催し

①市民向け体験プログラム〜 体操、フラダンス、太極拳など〜
10月18日
（日） 10:00〜16:00
※各プログラムの時間はお問い合わせください
②学生まちなか交流クッキング「金沢ならではのうまいもん料理」
11月１日
（日） 11:00〜14:00
市内・近郊在住の高校生〜大学生など 20人
近江町交流プラザ Ჯ260-6722
（②申込み順）

火曜休み

金沢子ども科学財団の催し

しいのき迎賓館・金沢２１世紀美術館 ほか

10月10日は入館無料、21:00まで開館

鈴木大拙館の催し

固定資産税の減額・軽減について

【問い合わせ先】市民課（マイナンバー専用窓口） Ჯ220-2150

要申込み

金沢湯涌夢二館

◆社会保険労務士による相談 月・火・木・金曜 9:00〜16:00
労働相談窓口（市庁舎2階） Ჯ220-2188（年末年始・祝日除く）

個人番号カードの申請と交付の方法

市民課窓口
で交付

問い合わせ先

「熊走町で作って遊ぼう！」
Ჯ235-1112
（入館は20:30まで） ①親子体験教室
10月18日（日） ９:00〜15:00 山の灯り「里」、熊走町公民館
親子 10組 スーパー竹とんぼとおにぎり作り
「病院が美術館になる日」
ホスピタル・ギャラリー
②パソコン教室 受講生募集
点検のため、燃やすごみの自己搬入を停止します
10月10日
（土）〜12日
（月） 9:30〜17:00
ワード
（全8回）10/29（木）
〜 毎週火木 10:00〜12:00
10月19日
（月）
〜23日
（金）
絵画、彫刻、書、工芸など市民が制作した作品を展示
エクセル（全8回） 10/30（金）
〜 毎週水金 13:00〜15:00
東部環境エネルギーセンター Ჯ252-6049
市立病院 Ჯ245-2600
年賀状作成 10/21（水）、23（金）
13:00〜15:00
パソコン体験 10/28（水）、29（木）
13:00〜15:00
にし茶屋街 秋祭り奉納 芸妓衆とのふるまい酒・新内流し
臨時福祉給付金の申請はお早めに
生きがい工房此花 市民 各9人 料金はお問い合わせください
③遺跡発掘講習会 参加者募集
10月11日
（日）
◆ 対象と思われる方に申請書などをお送りしましたので
10月20日
（火）、21日
（水） ９:00〜16:30
①朝市：9:00〜、ふるまい酒：11:00〜14:00 にし茶屋街
返信用封筒で申請してください
市埋蔵文化財センター（上安原南60） 60歳以上の市民 15人
②新内流し：18:30〜 華の宿
相談窓口：市庁舎南分室1階 9:00〜17:45（土・日・祝日除く）
市シルバー人材センター Ჯ222-2411
（申込み順）
①西茶屋街を愛する会 Ჯ241-5811
臨時福祉給付金等専用ダイヤル Ჯ261-6222
②観光交流課 Ჯ220-2194
◆

マイナンバーの通知が始まります

郵送、スマートフォン、
パソコンで申請

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

第２次金沢交通戦略市民説明会を開催します 一緒に考えてみませんか 〜
【開催日程】 時間はすべて19:00 〜20:00（終了予定）

【対 象】どなたでも
【内 容】
●新しい交通システムを幹とする
交通ネットワークの再構築
●パーク・アンド・ライドの推進 など
金沢市では、交通によるまちづくりを推進するにあたり、
平成
19年に「新金沢交通戦略」を策定し、歩行者と公共交通を優先
するまちづくりに取り組んで参りました。
その計画期間が平成27年度をもって終了することから、現在、
平成28年度を初年度とする新たな「第2次金沢 交通戦 略」を
策定する作業に取り組んでいます。

【問い合わせ先】交通政策課

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

開催日
会 場
10/7
（水）教育プラザ富樫（富樫3-10-1）
10/9
（金）森本市民センター
（南森本町ヌ33）
10/14（水）押野公民館（八日市2-464）
10/16（金）城南公民館（若草町22-12）
10/19（月）小立野公民館（小立野4-7-51）
10/21（水）千坂公民館（千木1-119）
10/23（金）金沢海みらい図書館（寺中町イ1-1）
10/28（水）金沢学生のまち市民交流館
（片町2-5-17）
10/30（金）諸江公民館（諸江町29-1）

Ჯ２２０-２０３８ ＦＡＸ２２０-２０４８

10月23日
（金）
〜25日
（日）、11月14日
（土）、15日
（日）
10:00〜15:00 四十万町ユ１
（南四十万共同墓地隣接地）
間伐材などの木材・竹と森券（地域通貨）
を交換
四十万木の駅プロジェクト実行委員会 Ჯ298-2011

マタニティクラス
（安産教室）
10月23日
（金） 15:00〜16:30 出産予定の方
市立病院 Ჯ245-2600
（申込み順）

「金沢・南砺ふれあいの旅」
参加者募集
10月24日
（土） 市民 40人 4,000円
くろば温泉と菅沼合掌造り集落を巡る
金沢・南砺医王会 Ჯ245-2090
（申込み順）
企画調整課 Ჯ220-2031

キゴ山

石窯ピザづくり

10月25日
（日） 10:00〜12:30 市民 20人 500円
往復はがきに行事名、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
（10月14日必着、多数時抽選）

寺子屋
「寺島蔵人塾」
庭園解説講座
10月27日
（火） 10:30〜12:00 10人 300円
寺島蔵人邸 Ჯ224-2789
（申込み順）

金沢文芸館の催し

火曜休み

◆開館十周年記念事業 五木寛之文学散歩2015
〜 作家五木寛之の出発点・金沢を聴いて、歩いて、味わう〜
10月31日
（土） 13:00〜17:00 高校生以上 30人
一般950円、高校生450円
◆古典の日記念事業 朗読 夏目漱石作
「夢十夜」
と琵琶
11月1日
（日） 14:00〜15:30 50人 一般100円
金沢文芸館 Ჯ263-2444
（申込み順）

親睦ボウリング大会

参加者募集

11月13日
（金） 18:40〜20:30 ジャンボボール
40人
（申込み順、10/7 10:00から電話受付） 1人1,000円
金沢勤労者福祉サービスセンター Ჯ234-7871

金沢蓄音器館 11月の催し
日時
内容
① 6日（金） 19:00〜 モーツァルト室内楽の旅
② 7日（土） 14:30〜 前田の殿様が作った蓄音器
③ 14日（土） 14:00〜 SP盤「昭和の歌謡絵巻」
金沢ナイトミュージアム2015SP盤
④ 15日（日） 18:30〜
「永瀧達治の金沢シャンソン講座｣など
⑤ 21日（土） 14:30〜 SP盤「音盤の記憶」
⑥ 27日（金） 19:00〜 モーツァルトのすべて
各50人 ①1,500円、②・③・⑤一般300円、④・⑥500円
金沢蓄音器館 Ჯ232-3066(①・②・④・⑥申込み順）

冬季かるがも親子教室
（全5回）
12月〜3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H25.12.1〜H26.4.1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､11/4消印有効､多数時抽選）

