平成29年１月４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

■人口 466,385人
■世帯数 201,802世帯
（H28.12現在）

１

27
金

eAT2017

日時

場所

対象者

内容

水道管の凍結と積雪によるガス事故にご注意！

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

加賀の雅展

水道の屋外露出配管には防寒措置を！
ガス管・排気筒が破損したら火気に注意し、ご連絡を！
企業局コールセンター
0120-328-117
夜間：企業局当直室 Ჯ220-2281

2月12日
（日）
まで 10:00〜17:00（最終日は16:00まで）
金沢・クラフト広坂 Ჯ265-3320
（販売あり）

金沢湯涌夢二館の催し
◆湯涌でわくわくしよう〜ポストカードプレゼント〜
1月8日
（日）、9日
（月）
◆ギャラリートーク
1月8日
（日） 14:00〜14:40
一般300円
金沢湯涌夢二館 Ჯ235-1112

金沢市小中学校合同展

１

28
土

開催

in KANAZAWA

1月15日
（日）
まで 10:00〜18:00（最終日は12:30まで）
金沢21世紀美術館
市内の小中学生の作品約9,000点を展示
学校指導課 Ჯ220-2436

世界で活躍するクリエイターとの交流イベント「eAT」を今年も開催！

ボランティア大学校フォーラム

1月の人権相談
テーマ

「会いにキテレツ。見にキテレツ。」

語ろう、見よう。現代のキテレツアートとキテレツワード！

小西利行（POOL inc. ファウンダー コピーライター/クリエイティブ・ディレクター）

１ 月 27 日 金

１ 月 28 日 土

表彰式・基調講演

スーパートーク

夜塾（１泊２日）

18:30 〜20:30
市アートホール
（本町2-15-1）

10:00 〜 17:00 市アートホール

20:00 〜23:30
湯涌温泉 旅館かなや
（湯涌町イ56）

第一線で活躍するクリエイターらの
開催テーマに沿ったプレゼンテーション
登壇者

●eAT2017 金沢大賞、
金沢奨励賞表彰式
●基調講演

※敬称略、変更になる場合があります

DAY1チケット（無料）
が必要です

チケット

菅野 薫、
倉本美津留、
孫 泰蔵、
浦沢直樹、
宮田人司、
川井憲次、
山口裕美、
徳井直生、
土佐信道
DAY2チケット（有料）が必要です

※チケットはインターネットでご購入ください

DAY1チケット
DAY2チケット
（スーパートークのみ）

DAY2チケット

（スーパートーク＋夜塾セット
）
湯涌温泉１泊２食含む

テレビ広報

ほか

無料
（申込み必要）
【一般】 2,500円
【学生】 1,000円
【一般】25,000円
【学生】20,000円

◆みまっし金沢（石川テレビ）
1月7日（土）15：55〜16：00
「 ITビジネスプラザ武蔵
サロンスペース リニューアル 」

登壇者やeAT開催委員会の
メンバーと参加者が 直接膝を
交えて自由に語り合う
交流プログラム
夜塾

夜塾セットチケット（有料）
が必要です

受講生募集

卓球バレー大会 参加チーム募集！

①パソコン入門
（全８回）
1月10日〜2月2日の毎週火・木曜 10:00〜12:00
②ワード入門
（全８回）
1月10日〜2月2日の毎週火・木曜 13:00〜15:00
③エクセル入門
（全８回）
1月11日〜2月3日の毎週水・金曜 13:00〜15:00
④インターネット活用
（全3回）
1月11日
（水）、13日
（金）、18日
（水） 10:00〜12:00
⑤デジカメ写真工房
（全3回）
1月25日
（水）
、
27日
（金）
、
2月1日
（水） 10:00〜12:00
生きがい工房此花（笠市町６-４） 各9人
①､ ②､ ③10,400円とテキスト代
④､ ⑤4,400円（テキスト代）
市シルバー人材センター Ჯ222-2411
（申込み順）

日時

１月４日(水)

10:00 〜

講座
「犀星」
『我が愛する詩人の伝記』
を読む−千家元磨−

検索

問い合わせ先
eAT開催委員会事務局（株式会社東北新社内）
info@eat-project.jp
ものづくり産業支援課
ýýᲯ220-2205 FAX260-7191

◆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031ch)
金沢三文豪を訪ねて
「 室生犀星〜小さないのちを見つめて」

※会見終了後、
市公式ホームページ
「ようこそ市長室へ」
で
録画をご覧いただけます。

1月14日
（土） 10:00〜11:30 25人 一般300円
室生犀星記念館 Ჯ245-1108
（申込み順）

問い合わせ先

要申込み

1月29日
（日） 14:00〜15:30 小学生 20人
玉川こども図書館 Ჯ262-0415（1月5日10:00〜受付、申込み順）

外出した後は、必ず石けんで手を
洗い、うがいをしましょう。

インフルエンザは、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、

流行してきたら、人混みに入る時間を
短くし、不織布マスクを着用しましょう。

し
〜 っかり手洗い・〜

JAZZ GATE vol.7 〜The New Year Jazz Summit〜
1月15日
（日） 15:00〜（14:30開場） 市文化ホール
一般2,000円、中高大学生1,000円、小学生500円
金沢ジャズ連盟事務局 Ჯ249-8911
金沢芸術創造財団
Ჯ223-9898

金沢能楽美術館の催し
◆冬の
「観能の夕べ」
プレ講座 参加者募集
1月20日
（金） 16:00〜17:30 50人 一般300円
◆節分のお面づくり 参加者募集
1月29日
（日） 13:00〜15:30
小学生と家族（2人1組） 500円
金沢能楽美術館 Ჯ220-2790
（申込み順）

金沢蓄音器館の催し
①ＳＰ盤鑑賞会
「音盤の記憶」
1月21日
（土） 14:30〜 50人 一般300円
②ＳＰ盤鑑賞会
「レコードディレクター半世紀」
1月28日
（土） 14:30〜 50人 500円
金沢蓄音器館 Ჯ232-3066（①当日先着順、②申込み順）
1月16日
（月）
､17日
（火）
は展示替えのため休館します

やさしい甘さのほっこりスイーツ教室
1月31日（火） 13:00〜16:00 企業局ガスショールーム（西念1-2-1）
市民 16人 1,500円
往復はがきに教室名、住所、氏名、電話番号を明記
〒920-0961 香林坊2-4-30 企業局料理教室事務局
Ჯ262-7519
（1月17日必着、多数時抽選）

旗源平を楽しもう！

インフルエンザは
予防から！

インフルエンザにかからないために

十分な休養とバランスのとれた食事
に心がけて抵抗力を高めましょう。

キゴ山親子自然体験塾・冬
〜 冬のアウトドアライフを満喫！！〜（1泊2日）
2月4日（土）、5日（日） 市内の小・中学生と保護者 18家族
動物足跡探し、クロスカントリースキー、雪だるま作りなど 2,500円/人
往復はがきに住所、氏名、電話番号、学年、年齢
（保険
のため）
を明記 〒920-1141 平等本町カ13-1
キゴ山ふれあい研修センター
Ჯ229-1141
（1月13日消印有効、多数時抽選）

講演会・パネルディスカッション「かなざわ家庭教育講座」
2月4日
（土） 13:30〜15:40 金沢歌劇座 40人
講演「子どもの発達と大人の関わり」
生涯学習課 Ჯ220-2441（申込み順、託児は1月23日締切）

筋肉痛などの症状が急に現れます。併せて普通の風邪
と同じように、のどの痛み、咳などの症状も見られます。
インフルエンザの感染を広げないために、一人ひとりが
「かからない」「うつさない」対策を実践しましょう！

「インフルエンザかな？」と思ったら
不織布マスクを着用 安静と休養、
無 理をして学 校 や
して早めに医療機関 特に睡眠を十分に 職 場などに行かな
を受診しましょう
とりましょう。
いようにしましょう。

インフルエンザをうつさないために「咳エチケット」
咳やくしゃみが出るときは
不織布マスクをしましょう。
不織布マスクがない時は、ティッ
シュやハンカチ、腕の内側などで
口と鼻をおおい、他の人から顔を
そむけましょう。手のひらで受け止
めた時はすぐ手を洗いましょう。
感染しても症状が軽く、インフルエンザと気付かないこともあるため、
家族や周囲にかかっている人がいる場合は「咳エチケット」を！

市長 定例記者会見を生中継します 「USTREAM」(ユーストリーム)で配信します。
ネット中継

1月14日
（土） 9:00〜15:00 市総合体育館
1チーム6人で申込み
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019

きちんとマスク

チケットの申込み・詳細は
eAT 2017

1月14日
（土） 13:30〜15:30 中央公民館彦三館
講演「一緒に感じてみませんか？振り返ってみませんか？
ボランティア活動について」
金沢ボランティア大学校 Ჯ233-2456

6日
（金） 市庁舎2階 13:00〜15:00
11日（水）安原、19日（木）芳斉の各公民館 13:00〜16:00
人権女性政策推進課 Ჯ220-2095

パソコン教室

こんなにバカなことやっとんのか！と泣き叫びたくなるような、
とんでもなく面白いモノゴトに出会いたいんです。
知りたいんです。世の中を騒がせるキテレツなモノが生まれた瞬間を。
聞きたいんです。世の中を驚かせるキテレツな人たちのコトバを。
さあ皆さん、風変わりでだけどとことん面白い驚きに、出会って、語って、騒ぎましょうよ。

BY プロデューサー

費用 （記載の無いもの無料）

広坂１-１-１）

【問い合わせ先】市保健所 地域保健課

Ჯ234-5102 FAX234-5104

おもしろ実験・観察教室
「風力発電」
2月4日
（土） 9:30〜11:30
小学5年生〜中学生 20人 300円
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
（1月27日消印有効、多数時抽選）

スキー・クロスカントリー・スノーボード 受講生募集！
小学生以上の方（初心者向け）
スキー、スノーボード 2,500円 クロスカントリー 2,000円
※1日2教室受講の場合は4,500円
詳細は、 かなざわスポーツネット 検索
医王山スキー場 Ჯ229-1947

