毎週火曜日掲載
金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

平成27 年 ９月１ 日

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢

検索

@CityofKanazawa 検索

間

長寿お祝い事業を実施します

受付時間

◆

申請についての相談や受付を行います。
（会場での給付金の支給は行いません。）

９月１日（火）〜 30日（水）

※相談受付窓口は混雑が予想されます。できるだけ
返信用封筒による申請をお願いいたします。

９:00〜17:45（土・日・祝日を含む）

臨時福祉給付金とは？
各市民センター
期

間

対象者

市民税の非課税者

乳幼児栄養調査を実施しています
◆

◆

ただし
森本市民センターは、

支給額

９月１日
（火）〜 18日
（金）

申請期間 平成28年３月１日
（火）
まで

１人につき 6,000円

９月１日
（火）〜 25日
（金）

【問い合わせ先】臨時福祉給付金等専用ダイヤル ☎261-6222
（平日9:00 〜 17:45） FAX261-3004

中心商業地公演奨励事業申請受付中
◆

金沢国際まちなか音楽フェスティバル

KANAZAWA JAZZ STREET
20
015

（土） （月・祝）
世界のトップア
サートを開催
ーティストや大学生ビッ
グバンドなどが、市内中心部で150を超えるコン

市役所または市民センターに申請してください
市民課 Ჯ220-2150
（9月25日締切）

9月12日
（土） 14:00〜16:00
西部環境エネルギーセンター
市民の方
環境政策課 Ჯ220-2507

振り込め詐欺 や 個人情報の詐取 に
ご注意ください。

８:30〜17:15（土・日・祝日を除く）

平成27年国民生活基礎調査の対象世帯で、6歳未満の
子がいる世帯に、調査員が調査票の配布、回収に伺います
地域保健課 Ჯ234-5102

自然保護に関する金沢市民会議
〜みんなで金沢の自然の未来を語ろう〜参加者募集

泉野・元町・駅西市民センターは、
受付時間

9月15日現在、金沢市で引き続き1年以上住民票に記載
されている方で、来年3月末までに満88歳になる方には
記念品を、
満100歳になる方にはお祝い金をお届けします
長寿福祉課 Ჯ220-2288

やむを得ない理由により住民票の住所地でマイナンバーを
受け取れない場合の送付先申請について

（課税者の扶養親族や生活保護
受給者等は除きます）

９月１日（火）〜 14日（月）

対象者

試験日：9月27日
（日）
受付：9月2日
（水）〜9月16日
（水）
S45.4.2以降に生まれ、看護師免許を有するか来年
３月までに取得見込みの方 4人程度
申込書は市ホームページで取得できるほか、人事課、
市民センター、市立病院、東京事務所でも配布
人事課
（市庁舎４階） Ჯ220-2079

■人口 465,599人
■世帯数 200,726世帯
（H27.8現在）

※対象と思われる方には、
8月31日に申請書を発送しました

期

場所

金沢市職員採用候補者試験
（看護師）

臨時福祉給付金の相談受付窓口を
開設しています！
金沢市役所１階エントランスホール

日時

10月1日〜来年3月31日までに金沢歌劇座、市文化
ホール、北國新聞赤羽ホールのいずれかで開催する
演劇、音楽などの公演活動に10万円を助成
企画調整課 Ჯ220-2031
（9月20日締切）

金沢・茶道子ども塾

第６期生募集

10月から1年間 土曜午前（月2回） 旧中村邸、市内茶室など
市内の小学3年生〜中学2年生 20人 ※材料費など個人負担
文化政策課 Ჯ220-2442
（9/11必着、多数時抽選）

人権女性政策推進課からのお知らせ

（荒天時：石川県教育会館ほかにて別プログラム）

日本を代表するサックス奏者と
ドラマーによる特別ワークショップ

プレミアム・コンサート

９/20（日）

市内のストリートなど12会場で開催

【料金】 各２,０００円

【A会場】 尾山神社境内・特設ステージ
【Ｂ会場】 いしかわ四高記念公園・特設ステージ

川嶋哲郎 サックス講座 13:30 〜

DELIVERY JAZZ！

【会場】金沢学生のまち市民交流館交流ホール

〜まちなかジャズをあなたの街へお届け〜
【日時】 ９/20
（日） １３:００〜１８
：
００
【会場】 MOCK publish Bar
若松町セ104番地1
☎256-1015

菅沼孝三 ドラム講座 16:00 〜
【会場】vanvan泉ヶ丘店

【会場】 いしかわ四高記念公園
ビッグバンドの演奏を聴きながら腕自慢の料理人が
作るピクニック風の料理をお楽しみください。

９/19（土） 19:30 〜
山下洋輔スペシャル・クィンテット

９/18（金） 18:00 〜

サダオ with LA Trio feat.
ラッセル・フェランテ、ウィリアム・ケネディ
and エドウィン・リヴィングストン

（出演）
金子マリ、上田正樹ほか

９/21（月）
【１部】 13:30 〜 【２部】 19:30 〜

詳しくは

【第１部】坂田明／ジム・オルーク／
スガダイロー／山本達久
【第２部】デイヴ・ウェックル＆小曽根真
feat.トム・ケネディ、ゲイリー・ミーク

テレビ広報

ラジオ広報

◆9月の人権相談
4日
（金） 市庁舎2階 13:00〜15:00
9日
（水）三和、16日
（水）西南部、
30日
（水）小坂の各公民館 13:00〜16:00
◆全国一斉
「高齢者・障害者の人権あんしん相談」
全国共通人権相談ダイヤル Ჯ0570-003-110
9月7日（月）〜13日（日） 8:30〜19:00（土日は10:00〜17:00）
人権女性政策推進課 Ჯ220-2095

9月9日
（水）
、10日
（木）
は臨時休館します
金沢能楽美術館

Ჯ220-2790

金沢市地域デイサービス合同作品展
9月2日（水）〜10日（木） 10:00〜20:00（最終日は17:00まで）
石川県庁19階展望ロビー
市社会福祉協議会 Ჯ231-3571

ヒッポファミリークラブ パネル展
〜多言語の自然習得などの活動紹介〜
9月3日
（木）〜29日
（火） 9:00〜20:00
金沢国際交流財団 Ჯ220-2522

KJS前夜祭 THE RECEPTION

９/20（日） 19:30 〜

◆みまっし金沢（石川テレビ）
9月5日（土）17：25〜17：30
「 かなざわ子育てすまいるクーポン 」

☎280-6633

９/18（金）〜２１
（月・祝）
12:00〜21:00
（18日は18:00〜）

国内外のトップ・アーティストによる豪華公演
【会場】 北國新聞赤羽ホール

金沢ジャズストリート

検索

【問い合わせ先】
金沢JAZZ STREET実行委員会事務局
Ჯ224-8133 FAX224-8134

金沢市民交通安全の集い
場 所 金沢歌劇座
9/19（土）11:00 - 12:00
交通安全功労者表彰と交通安全活動報告など
【問い合わせ先】歩ける環境推進課 Ჯ220-2371 FAX220-2048
日 時

◆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〜

内容

費用 （記載の無いもの無料）

問い合わせ先

要申込み

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

◆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〜

金沢ナイトミュージアム
◆夜のミュージアムツアー
9月4日
（金） 18:00〜、19:30〜 各10人 510円
前田土佐守家資料館（集合）､ 室生犀星記念館
◆人形劇団サバラン
「忘れっぽい天使」
9月6日
（日） 18:30〜 30人 1,500円
金沢文芸館
金沢芸術創造財団 Ჯ223-9898
（申込み順）

湯涌みどりの里の催し

織講座「秋の山野草でシルク糸を染めよう」
（全2回）
9月5日
（土）、6日
（日） 10:00〜16:30
6人 5,000円 ※筆記用具、弁当など持参
金沢湯涌創作の森 Ჯ235-1116（申込み順、火曜休み）

科学実験教室
「でんきであそぼう」

火曜休み

9月5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 100円
年長児〜小学2年生と保護者 各25組
金沢子ども科学財団 Ჯ221-2061
（当日先着順）

手づくりアレンジ教室 〜オリジナルのコースター〜
9月5日
（土） 10:30〜14:00 20人
千寿閣 Ჯ222-0008
（当日先着順）

一般300円

金沢21世紀美術館の催し
◆川村美紀子
「まぼろしの夜明け」
ダンス公演
9月5日
（土）18:00、6日
（日）15:00開演
一般1,500円 ローソンチケット Lコード＝56544
◆絵本を読もう
9月6日
（日） 14:00〜14:40
金沢21世紀美術館 Ჯ220-2800

戸室リサイクルプラザの催し
◆とむろひろば 〜 体育大会 〜
9月6日
（日） 10:00〜15:00
プレイランド､かえっこバザール
（13:00〜）
など
◆育児用品リユース市 〜とむろキッズの森 〜
9月9日
（水） 10:00〜12:00（9:30から受付）
市内の乳幼児のいる家族
戸室リサイクルプラザ Ჯ236-1600

金沢湯涌夢二館の催し
◆ギャラリートーク
9月6日
（日） 14:00〜14:30 一般300円
◆入館者にオリジナルポストカードプレゼント
9月8日
（火）、9日
（水） 一般300円
金沢湯涌夢二館 Ჯ235-1112

企画展
「茶道美術名品展」
9月9日
（水）〜11月29日
（日） 一般300円
中村記念美術館 Ჯ221-0751
※9月8日まで展示替えのため休館

市シルバー人材センターからのお知らせ
◆シルバー人材センター入会説明会
9月9日
（水）、24日
（木） 13:30〜14:30
◆高齢者就労支援セミナー
9月9日
（水）、24日
（木） 14:30〜16:00
60歳以上の市民
市シルバー人材センター Ჯ222-2411

難病講演会・療養相談会
（腎疾患）
9月12日
（土） 14:00〜16:00 市保健所
講師：横山仁氏（金沢医科大学教授）
元町福祉健康センター Ჯ251-0200

めざせ金沢マラソン！ ナイトラン2015
中・上級コース
（全16回） 参加者募集！
9月15日〜11月13日の火・金曜 19:30〜20:45
稲置学園総合運動場 18歳〜65歳の方 40人 8,000円
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019
（申込み順）

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
9月17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
9月19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）

火曜休み

①そば打ち体験
9月の土日祝日 9:30〜16:00（所要時間90分）
開催日はお問い合わせください 1組2,000円
（2〜4人）
②大根栽培・加工体験
（全３回）
9月13日、10月4日の日曜 10:00〜12:00、12月13日（日）
13:00〜16:00 市民10組 1組2,000円（2〜4人）
②往復はがきに住所、氏名、人数、電話番号を明記
〒920-1122 湯涌荒屋町47 金沢湯涌みどりの里
Ჯ235-8033
（②9/8必着、多数時抽選）

①学生まちなか交流クッキング
「スイーツ作りにチャレンジ」
9月20日
（日） 11:00〜14:00
市内・近郊在住の高校生、短大生、大学生 20人
②金沢食育キッズマイスター育成 〜 秋期基礎6回コース〜
10月3日〜11月21日の土曜 13:00〜15:00
市内の小学生 20人
①電話で申込み順 ②往復はがきに教室名、住所、氏名、学年、
電話番号を明記 〒920-0907 青草町88 近江町交流プラザ
Ჯ260-6722
（②9月8日消印有効、多数時抽選）

キッズスクール
「昆虫のふしぎ」
9月26日
（土） 14:00〜15:00 市内の小学生 30人
泉野図書館 Ჯ280-2345
（申込み順）

金沢農業大学校 交流セミナー 参加者募集

学芸員によるギャラリートーク
9月5日
（土） 11:00〜、14:00〜
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300

近江町交流プラザの催し

キゴ山ふれあいの里の催し
①医王山トレッキング 〜トンビ岩に挑戦 〜
9月19日（土） 8:30〜15:00 キゴ山ビジターハウス集合
市民 20人（登山中級者） 500円
②石窯ピザづくり
9月20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、①は年齢（保
険のため）
を明記 〒920-1107 小豆沢町ヲ4
キゴ山ふれあいの里 Ჯ229-0583（9月9日必着、多数時抽選）

9月26日
（土） 14:00〜16:30 高校生、大学生 20人
加賀野菜などの産地見学、収穫体験など
市農業センター Ჯ249-2744
（申込み順）
あきつ

朝・思索のすゝめ 蜻蛉編

参加者募集

9月27日
（日） 7:30〜8:10 25人 300円
鈴木大拙館 Ჯ221-8011
（申込み順）

大人の読書サロン〜KANAZAWA本の森読書会〜
「火花」
「芸人と俳人」
など又吉直樹著作物
10月2日
（金） 19:15〜20:45 15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、申込み順）

第36回健康づくりフェア
〜 知って防ごう！知ってつきあう認知症 〜
10月3日
（土）、4日
（日） 10:00〜15:30
金沢健康プラザ大手町 市民の方
健康相談、血液・尿検査、ヘルシー料理試食など
金沢・健康を守る市民の会 Ჯ222-0103

金沢ベンチャーフェスティバル
9月12日
（土） 10:00〜18:00
ベンチャー企業向けセッション、
プレゼン大会など
ITビジネスプラザ武蔵 Ჯ224-6340

親子でスターウオッチング

参加者募集

10月2日
（金） 19:00〜3日
（土） 8:00
市内の小学生、中学生と保護者 15組 1人500円
往復はがきに行事名、住所、氏名、年齢（保険のため）、電話番号を明記
〒920-1141 平等本町カ13-1 銀河の里キゴ山
Ჯ229-1141
（9月11日消印有効、多数時抽選）

娚杉少年の森

秋の親子キャンプ

10月3日
（土）〜4日
（日） 1泊2日 娚杉少年の森
市内の小学生〜高校生を含む家族 20組 イワナ代1人200円
往復はがきに住所、氏名、生年月日
（保険のため）、電話番号を明記
〒920-8577
（住所記載不要） 生涯学習課 Ჯ220-2441
（9月11日消印有効、多数時抽選）

筋力トレーニング教室(全8回)
①すこやか筋力トレーニング
（時間はお問い合せください）
場所
初回 時間
場所
初回 時間
金沢健康プラザ大手町 10/6（火）午前 旭新温泉
10/7（水）午後
扇台公民館
10/6（火）午前 駅西むつみ体育館 10/8（木）午後
元町福祉健康センター 10/7（水）午前 鳴和台市民体育会館 10/9（金）午前
小立野公民館 10/7（水）午前 泉野福祉健康センター 10/19（月）午後
駅西福祉健康センター 10/7（水）午後
②初歩のマシン筋力トレーニング教室
場所
期間
曜日
泉野福祉健康センター 10/6〜12/1 火
駅西福祉健康センター 10/8〜11/26 木
元町福祉健康センター 10/19〜12/14 月

時間
9:30〜11:00
13:30〜 15:00
13:30 〜 15:00

要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の市民
①15人 1,000円 ②10人 800円（初めての方優先）
北國新聞文化センター Ჯ296-1212（9/15締切、多数時抽選）

労働政策課からのお知らせ
①職場復帰支援セミナー
「リワークについて学ぶ」
10月9日
（金） 15:00〜17:00 金沢海みらい図書館
市、市周辺の経営者、労務担当者、組合関係者、市民 100人
※託児要予約
②働く女性のキャリアアップセミナー
（全3回）
10月16日、23日、30日の金曜
市内の企業に勤める女性 20人
※詳しくはお問い合わせください
労働政策課 Ჯ220-2199
（①申込み順）

