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検索

参議院議員通常選挙

市福祉サービス公社

企画展
「O Wonderful！」
スペースツアー
7月10日
（日） 14:00〜14:40
学芸員が企画展の展示作品を解説
鈴木大拙館 Ჯ221-8011

住所を変えていない方
最近住所を変えた方
（平成10年7月11日
までに生まれた方）

今の住所で

前の住所で

市内間で

市外から

平成28年6月6日までに
転居届を出した方
平成28年6月7日以後に
転居届を出した方
平成28年3月21日までに
転入届を出した方

夢二館オリジナルポストカードプレゼント
7月8日
（金）、9日
（土） 入館料一般300円
金沢湯涌夢二館 Ჯ235-1112

金沢子ども科学財団の催し

【 受 付 時 間 】午前８時30分 〜 午後８時
森本・金石・犀川・安原・額・押野・浅川の各市民センター
泉野・元町・駅西の各福祉健康センター
西部環境エネルギーセンター
投票所入場整理券の裏面にある「宣誓書」を事前にご記入のうえ、期日前投票所にお持ちください。

【問い合わせ先】金沢市選挙管理委員会 Ჯ220-2077 FAX261-7755

新盆期間の臨時交通規制のお知らせ

湯涌朝市

野田山墓地 新盆交通規制マップ

大乗寺丘陵総合公園駐車場
7/13〜16
7：00〜18：00

帰路

平成墓地

駐車場のご案内（２ヶ所）

第二
万陽園

７月13日（水）〜16日（土） ７時 〜18時
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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

野田山
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至田上・卯辰山
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至大桑

奥卯辰山墓地公園 臨時無料バス運行
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野田町

問い合わせ先

◆いいね金沢（北陸放送）
7月9日（土）17：15〜17：30
「 元気の秘訣！教えます」

市立病院の催し
①マタニティクラス
（安産教室）〜 第3回後期コース〜
7月22日
（金） 15:00〜16:30 出産予定の方
産科医の話など ※託児要予約（7月15日締切）
②
「病院が美術館になる日」
ホスピタル・ギャラリー作品募集
応募期間：7月19日
（火）〜8月19日
（金）
絵画、彫刻、書、工芸など ※展示：9月17日〜19日
市立病院事務局 Ჯ245-2600
（①申込み順）

開催場所 開催日
開催時間
熊走町 7/ 7（木）11:00 〜 12:00
7/10（日） 7:00 〜 8:30
湯涌荒屋町
7/13（水） 6:30 〜 8:00
末町
7/16（土） 8:15 〜 8:45
砂子坂町 7/17（日）10:00 〜 16:00
二俣町 7/17（日） 9:00 〜 12:30

キッズスクール科学
「音のひみつ〜 音の出るおもちゃをつくろう！〜 」
7月23日
（土） 10:00〜11:30 小学3〜6年生 30人
泉野図書館 Ჯ280-2345
（申込み順）

新鮮な農作物とお楽しみ特典を用意しています
農業振興課 Ჯ220-2213

楽しいお面づくり in 能楽美術館
7月23日（土） 13:00〜15:30 小学生と家族 15組 30人
紙粘土で能面や狂言面づくり 500円/1面
金沢能楽美術館 Ჯ220-2790
（申込み順）

◆こころのケア講座
7月9日
（土）､23（土） 13:30〜16:00 市女性センター
暴力などで傷つきを経験した女性 10人 300円
◆母と子のこころのサロン
7月16日（土） 13:30〜15:00 ＤＶを受けた母親と子 10人
◆サポートグループ凪
7月21日
（木） 14:00〜16:00
暴力などで傷つきを経験した女性 10人
市女性相談支援室 Ჯ220-2429
（申込み順）

7月25日
（月）、27（水）、28（木） 10:00〜12:00
西部環境エネルギーセンター
市内の小学４〜６年生（保護者同伴可）３０人
環境政策課 Ჯ220-2507
（申込み順）

子育て応援講座

受講生募集！

親子で遊ぼう
（全3回）

7/28
（木）
10:30〜11:30、8/4
（木）
､18
（木）
10:00〜12:00
市内在住、在勤の小学3年生までの親子 10組
第1回：紙芝居、第2回：音楽、ゲーム、第3回：体操
はがきに講座名、住所、親子の氏名（ふりがな）、電話番号、
託児希望の場合子の氏名
（ふりがな）
、
性別、
生年月日を明記
市女性センター Ჯ223-1265（7月21日必着、多数時抽選）

トークイベント
「黴を語る」
7月29日
（金） 18:00〜20:00（開場17:30）
30人 入館料一般300円
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300
（申込み順）

夏休み親子防災教室

参加者募集

8月1日
（月）、8月7日
（日） 9:30〜13:00
大桑防災拠点広場
市内の小学4〜6年生と保護者 各30組
ぐらぐらハウス製作など ※防災グッズなど進呈
往復はがきに住所、氏名、電話番号、学年、希望日を明記
〒920-8577
（住所記載不要） 危機管理課
Ჯ220-2366
（7月19日消印有効、多数時抽選）

金沢食育キッズマイスターと一緒に伝統食を作ろう！
8月5日（金） 11:00〜14:00 市内の小学3〜6年生 20人
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
（7月15日消印有効、多数時抽選）

市シルバー人材センターの催し
①夏休み親子体験教室「Tシャツプリントとスーパー竹とんぼ作り」
8月7日
（日） 9:30〜15:00 親子 10組 20人
金沢湯涌創作の森（現地集合・解散）
②入会説明会 参加者募集
毎週火曜日 13:30〜14:30 60歳以上の市民
市シルバー人材センター Ჯ222-2411
（①申込み順）

講座「水上瀧太郎と鏡花−その親交のありさま−」
8月7日（日） 13:30〜15:00 25人 入館料一般300円
泉鏡花記念館 Ჯ222-1025
（申込み順）

市場見学と模擬せり体験会
長坂台
小学校

市民課
（市庁舎１階）
Ჯ220-2228 FAX224-2163

◆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）
グッと快適！金沢暮らし
「 夏休み親子わくわくスポーツフェスタ2016 」
◆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26日
（火） 10:00〜14:00 市民 30人 1,000円
ANAクラウンプラザホテル金沢 川上清氏による料理教室
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 〒920-0371 下安原町東1471
市農業センター Ჯ249-2744（7月12日必着、多数時抽選）

夏休み子どもエネルギー博士養成スクール（全3回）

博物館はスペシャル企画満載♪♪♪
いろんなことを体験しよう！

館内クイズラリー
『夏の陣』
日

時

７/16
（土）〜 ８/31（水）
９:30 -17:00
（入館は16:30まで）

小学生
問い合わせ先・ 金沢ふるさと偉人館
場所
Ჯ220-2474

対

象

親子で楽しむ茶道入門
７/30（土） ①10:00-11:30 ②13:00-14:30
③15:00-16:30
対 象 小・中学生と保護者 各席25名
（申込み順）
参加費 200円/人
申込み先・場所 中村記念美術館茶室 耕雲庵 Ჯ221-0751
日

時

夢二図案のハンカチ・トートバッグ作り（約20分） のまりんの紙芝居劇場
８/13（土） ①10:00-11:30 ②13:00-15:30
材料費500円＋入館料一般300円
（高校生以下無料）
対 象 小学生以上
問い合わせ先・場所 金沢湯涌夢二館 Ჯ235-1112
日

時

参加費

◆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〜

火曜休み

◆かなざわ風鈴づくりワークショップ
7月22日
（金） 16:00〜17:30
市内の小学生（低学年保護者同伴）〜大人 20人
◆リュート音楽の夕べ 〜 親和する光と音 〜
7月22日
（金） 19:15〜20:00
30人（小学生以下保護者同伴）
金沢海みらい図書館 Ჯ266-2011（10:00から受付、申込み順）

大乗寺

一方通行規制
7/13〜16
9：00〜17：00

７月13日（水）〜16日（土）
区間 兼六園下
（北鉄車庫前） 墓地公園
９時〜18時まで 兼六園下発
１時間おき（13時発は運休）

山側

大乗寺
丘陵

夏の加賀野菜で彩る本格中国料理教室

かび

市女性相談支援室からのお知らせ

三小牛

至内川

大乗寺丘陵総合公園駐車場

避けるか、公共交通機関をご利用ください。

犀川おはよう市場
との様街道直売所
みちづれ

7月24日
（日） 10:00〜11:00
①成巽閣 ②玉泉園 ③心蓮社庭園 ④旧園邸庭園と松声庵庭園
市内在住、在勤、在学の18歳以上の方 各10人
①1,000円、②700円、③④無料
往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、電話番号、希望庭園名（第
1､2希望）を明記 〒920-0046 大和町1-1 金沢職人大学校
Ჯ265-8311
（7月15日必着、多数時抽選）

◆ジュニアダンス
（全3回）
7/27（水）〜29（金） 15:30〜16:45
市総合体育館 小学1〜3年生 2,570円/3回
◆ジュニアテニス
（全6回）
7/27（水）〜29（金）、8/1（月）〜3（水） 9:00〜11:00
東金沢スポーツ広場 小・中学生 1,540/1回
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019

金沢海みらい図書館の催し

夏の山里朝市まつり開催！
朝市名
熊走ふれあい市

歴史都市金沢の町家庭園探訪

①金沢の森育ひろば
7月16日（土）、17日（日） 10:00〜15:00 親子（0歳から）
玉川こども図書館 木のおもちゃひろば（参加自由）
②こどもあおぞらウッディアート
8月3日
（水） 10:00〜12:00、13:30〜15:30
大乗寺丘陵公園 市内の小学生 各25人
金沢の木でオルゴールの小箱作り 800円
森林再生課 Ჯ220-2217（②7月13日締切、多数時抽選）

火曜休み

①科学実験教室
「化石レプリカをつくろう」
7月9日
（土） 10:00〜11:30、13:30〜15:00
広坂子ども科学スタジオ ※駐車場無し 100円
年長児〜小学2年生と保護者 各25組（当日先着順）
②おもしろ実験・観察教室 サイエンスインターン
8月6日
（土） 8:30〜12:30 小学6年生〜中学生 10人
日機装金沢製作所（財団集合、バスで送迎）
人工透析の先端技術に触れる実験と工場見学
②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
（②7月29日消印有効、多数時抽選）

【期日前投票所】市役所本庁（新館１階）

墓地内車両進入禁止
７月12日（火）18時 〜16日
（土）17時まで

要申込み

夏休みジュニア教室

◆染講座
「タイパンツを染めよう！」
7月17日（日） 10:00〜16:00 6人 3,000円（材料費込み）
◆夏期こども講座
「消しゴムハンコで万華鏡作り！」
9/30（金）まで 10:00〜、13:00〜、15:00〜 各2時間程度
幼児〜大人 各5人 800円
金沢湯涌創作の森 Ჯ235-1116
（申込み順）

7月9日
（土） 14:00〜15:00 昆虫のお話と蝶の羽化の観察
玉川こども図書館 Ჯ262-0415

＊市内12か所で、
いずれも７月９日（土）まで期日前投票ができます。

７月13日（水）〜16日（土） ９時 〜17時
区間 大乗寺横→石川県戦没者墓苑横

問い合わせ先

森林再生課の催し

金沢湯涌創作の森の催し

出張！ふれあい昆虫館

投票日に投票所へ行けない方は、期日前投票制度をご利用ください

臨時交通規制

臨時職員募集

応募期間：7月27日
（水）〜9月2日
（金） ※要説明会参加
指定期間：平成29年1月1日〜平成33年3月31日
募集要項など詳しくは 金沢市 指定管理者 検索
スポーツ振興課 Ჯ220-2443

※この表に該当しない方は下記の問い合わせ先へご連絡ください。

野田山墓地周辺

7/11（月）〜9/25（日） 9:30〜17:00 7/24（日）歴史講座開催
8代直良、9代直会、10代直信の紹介 一般300円
前田土佐守家資料館 Ჯ233-1561
※7月4日
（月）〜 10日
（日）
は展示替えのため休館

金沢プール指定管理者募集

平成10年7月11日までに生まれた方

一般300円

企画展
「幕末維新期の前田土佐守家」

昭和27年4月2日以降に生まれた方
勤務場所：介護認定調査事務所
履歴書を事前に送付、面接で選考
市福祉サービス公社 Ჯ260-0071
（7月19日締切）

※ご本人分の投票所入場整理券を切り離してお持ちいただければ、
受付がスムーズになります。

ラジオ広報

7月9日
（土） 14:00〜15:30（開場13:45）
90人（当日10:00から整理券を配布）
金沢21世紀美術館 Ჯ220-2801

市内でのクマ目撃情報が過去最多のペースです
細心の注意をお願いします
森林再生課 Ჯ220-2217

の投票日
です！！

午前７時 〜 午後８時

金沢で投票できる方

費用 （記載の無いもの無料）

コレクション展1 沖 潤子 アーティスト・トーク

勤務地：市役所本庁舎学校指導課
データ入力、電話・窓口対応など 6,560円/日
適性試験および面接で選考 任用期間：5カ月
※応募方法など詳細はお問い合わせください
人事課 Ჯ220-2079

投 票 所 「投票のご案内」はがきに記載されていますので、ご確認ください。

テレビ広報

内容

臨時職員募集
（8月1日採用）

■人口 466,080人
■世帯数 201,214世帯
（H28.6現在）

@CityofKanazawa 検索

対象者

クマ出没にご注意

（日） は

投票時間

いいね金沢

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

場所

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！

日時

凡 例

８/24（水） 14:00-14:40
入館料一般100円（高校生以下無料）
対 象 幼児から小学生と保護者 30名
（７/27から受付開始、申込み順）
申込み先・場所 金沢文芸館 Ჯ263-2444
日

時

参加費

参加者募集

8月7日
（日） 8:00〜11:10
市内在住の小・中学生と保護者 23組（1組3人以内）
往復はがきに住所、全員の氏名（ふりがな）、年齢（保
険のため）
、電話番号を明記 中央卸売場事務局
Ჯ220-2711
（7月20日必着、多数時抽選）

ひとり親家庭の夏休み宿題教室と
ファイナンシャルプランナーとの勉強会
8月11日
（木） 9:30〜12:30 県女性センター
市内在住のひとり親家庭の小・中学生と保護者
市母子寡婦福祉連合会 Ჯ224-3417
（所定の用紙で申込み、8月1日締切）

かなざわ歯ッピー長寿８０２０
（ハチマルニイマル）賞 募集
表彰式：１１月予定 最寄りの歯医者に申込み
市内在住の今年度80歳以上で歯を20本以上保ってい
る方のうちこの表彰を受けたことがない方 10人
健康政策課 Ჯ220-2233
（9月17日締切）

