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市の情報を
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平成

29
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いいね金沢

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

検索

@CityofKanazawa 検索

■人口 466,144人
■世帯数 201,731世帯
（H29.2現在）

自動車 文 庫 巡回日程
（平 成 2 9 年 4 月 〜 平 成 3 0 年 3 月）

[駐車時間] ①13:50〜14:30 ②14:50〜15:30 ③15:50〜16:30
①四十万町（西町）

①田上団地バス停横

第２・４
②額住宅駅前
月曜

第１
水曜

③三十苅中央公園

①古府第一公園

第２・４
②弓取町会館
水曜

③米泉県職員住宅

③千坂団地北児童公園横

①湖陽児童公園前

第２・４
②みどり集会所前
木曜

③みどり市営住宅E棟横

①光が丘ショッピング前

第１・３
②額市営住宅62棟前
金曜
③伏見台公民館前

①米丸中央公園

第３
水曜

②マイモールモリモト駐車場
③星稜中学校グラウンド前
①太陽が丘（旧）生活考房さてらいと横

第４
火曜

③天神高架橋下

①上荒屋ロータリー

①粟崎中央公園

第１・３
②西南部公民館駐車場
火曜
第２
火曜

②鈴見東急団地登口

②東力あすなろ公園
③県営米泉共同住宅
①保古町会館

第１・３
②JA押野支店駐車場
木曜

②小立野県警機動隊前
③涌波公務員住宅前

③押野公民館駐車場

①木越団地集会所バス停横

第２
金曜

②東蚊爪御宮橋西詰
③諸江町県営住宅横

【問い合わせ先】
玉川図書館
ý
Ჯ221-1960 FAX222-6938

加賀宝生
子ども塾
発 表 会

●１月と祝日・振替休日は運休します。ただし、
５/３
（第１水曜）
、８/１１
（第2金曜）
、
来年２/１２
（第2・4月曜）
、
３/２１
（ 第3水曜）
は運行します。
●この日程は天候・交通状況により遅れたり、変更することがあります。

3月19日（日）11:00〜15:00

（開場10:30）

石川県立能楽堂（石引4-18-3）

出

凡 例

日時

場所

対象者

内容

費用 （記載の無いもの無料）

問い合わせ先

演

加賀宝生子ども塾（謡・仕舞教室、狂言教室）、
梅鴬会、おかし研祐会

グッドマナーかなざわ
イメージキャラクター愛称募集
市内に在住、在勤または在学の方
愛称、愛称の説明、郵便番号、住所、氏名、電話番号、
勤務先または学校名を明記し、応募
※詳細はお問い合わせください
市民協働推進課 Ჯ220-2026
（3月31日消印有効）

金沢市景観サポーター募集
18歳以上の方 20人程度 景観の取材・調査・点検など
所定の用紙に必要事項を記入し郵送か持参 任期：2年間
景観政策課 Ჯ220-2364
（3月17日必着）

犀川及び浅野川における美しい川筋景観の保全
に関する条例施行規則の概要 意見募集
金沢市パブリックコメント 検索

景観政策課

Ჯ220-2364
（3月23日締切）

悪質な電話勧誘に抑止効果のある
通話録音装置を無償で貸出ししています
65歳以上の市民で、日中に高齢者のみとなる世帯の方
人権女性政策推進課 Ჯ220-2095

市シルバー人材センター入会説明会 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

科学実験教室｢ミニコプターをつくってとばそう｣

4月2日
（日）
まで 10:00〜18:00
（最終日16:00まで）
金沢・クラフト広坂 Ჯ265-3320

企画展
「犀星歳時記 〜 春夏編 〜 」
3月11日
（土）〜6月25日
（日） 一般300円
四季折々の歳時や情景を織り込んだ犀星の作品を紹介
室生犀星記念館 Ჯ245-1108

3月11日
（土）〜4月2日
（日） 一般300円
年少・年中、小学1・3・5年生の作品を展示
金沢ふるさと偉人館 Ჯ220-2474

3月12日
（日） 11:00〜12:00
玉川こども図書館 Ჯ262-0415

着物でひなまつりと貝合わせ
3月31日
（金）〜4月2日
（日） 9:30〜16:00 小学生以下の方
金沢くらしの博物館 Ჯ222-5740
（申込み順、一般300円）

第44回泉鏡花文学賞受賞作家 川上弘美さんと集う会
4月1日
（土） 15:00〜16:00 60人 一般100円
金沢文芸館 Ჯ263-2444
（申込み順、火曜休み）

S.C.D.C. in 金沢2017
3月12日
（日） ①13:00〜 ダンスコンペティション
②16:00〜 ワークショップ（対象：中学生以上）
金沢市民芸術村 ①1,500円（当日2,000円） ②3,000円
日本洋舞連合事務局 Ჯ257-1557
（②要申込み）
金沢芸術創造財団 Ჯ223-9898

3月15日
（水）〜20日
（月） 10:00〜17:00
リトグラフ作品が生まれる過程を公開
金沢湯涌創作の森 Ჯ235-1116
（火曜休み）

◆湯涌でわくわくしよう〜ポストカードプレゼント〜
3月8日
（水）、9日
（木）
◆HAPPY BIRTHDAY記念 〜ミニカレンダープレゼント〜
3月11日
（土） 50人（当日先着順）
金沢湯涌夢二館 Ჯ235-1112
（一般300円）

◆サポートグループ凪
3月16日
（木） 14:00〜16:00
暴力などで何らかの傷つきを経験した女性 10人
◆母と子のこころのサロン
3月18日（土） 13:30〜15:00 DVを受けた母親と子 10人
市女性相談支援室 Ჯ220-2429
（申込み順）

3月9日（木）〜20日（月） 10:00〜17:00（最終日16:00まで）
金沢・クラフト広坂
金沢卯辰山工芸工房 Ჯ251-7286
（火曜休み）

3月24日
（金） 15:00〜16:30 出産予定の方
産科医の話、呼吸法とリラックス法、ママ食
市立病院事務局 Ჯ245-2600
（3月23日締切、託児は3月17日までに申込み）

わくわく人形劇

市女性相談支援室からのお知らせ

修了者作品展

マタニティクラス
（安産教室：後期コース）

名前一文字展
（後期）

金沢湯涌夢二館の催し

金沢卯辰山工芸工房

3月18日
（土）〜7月２日
（日） 一般300円
ギャラリートーク 3月18日
（土）
11:00〜11:40、14:00〜14:40
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300
※3月13日
（月）〜 17日
（金）展示替えのため休館します

3月11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
金沢子ども科学財団 Ჯ221-2061（当日先着順、火曜休み）

ピーナッツの大冒険〜安齋歩見オープンスタジオ〜
白岩玲子器展

企画展
「父への手紙−徳田一穂展」

「雛がたり〜 一人語りと篠笛の夕べ 〜 」
4月2日
（日） 18:00〜19:00 20人
泉鏡花記念館 Ჯ222-1025（9:30 〜 受付、申込み順）

カメラ撮影基本講座

入

短い演目ばかりなので気軽に楽しめます。4月からは、狂言教室
第５期がスタート予定！
（対象：小学3年生〜中学2年生）
ご興味がある方は、
ぜひご来場ください。

金沢に伝わる能楽は「加賀宝生」
として広く知られています。
謡・仕舞や狂言のお稽古を続ける
子どもたちの発表会を行います。

ラジオ広報

◆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】
加賀宝生子ども塾運営委員会
（事務局：文化政策課）
ýᲯ220-2442
FAX220-2069
◆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〜

長町武家屋敷跡

土塀の薦外し

3月11日
（土）、12日
（日） 10:00〜作業終了まで
長町武家屋敷跡周辺（長町街園ほか） 自由見学
景観政策課 Ჯ220-2364

初級｢能面打ち講座｣
（全20回）
4月23日〜9月10日の日曜 13:00〜17:00 20人
6,500円/月 ※別途材料費要
往復はがきに住所、氏名、電話番号を明記
〒920-0962 広坂1-2-25 金沢能楽美術館
Ჯ220-2790
（3月24日必着、多数時抽選）

オリジナルこいのぼりを作ろう！
4月22日
（土） ①10:00〜12:00 ②13:30〜15:30
4月23日
（日） ③10:00〜12:00 ④13:30〜15:30
3歳以上 各20人（小学2年生以下は保護者同伴）
500円/匹 ※別途入園料一般300円
往復はがきに氏名、電話番号、希望日時（第2希望
まで）
、制作数
（2匹まで）
を明記
〒920-1122 湯涌荒屋町35-1 金沢湯涌江戸村
Ჯ235-1267
（4月4日消印有効、多数時抽選、火曜休み）

金沢で暮らす外国人ママパパ展〜子育ては国境を越える〜
3月18日
（土）〜5月7日
（日） 9:00〜20:00
外国人家族の写真とメッセージを展示
金沢国際交流財団 Ჯ220-2522

千寿閣の催し
①バルーンアート教室
3月11日
（土） 10:30〜14:30 20人
②アートにふれあおう〜 枯れ木に花を咲かせよう〜
3月11日
（土） 10:00〜 市民 20人 500円/組
枯れ枝に思い思いの花を描きます
③カメラ撮影基本講座
4月8日〜毎月第２土曜 10:00〜 市民 20人
千寿閣 Ჯ222-0008（①当日先着順、②③申込み順）

市スポーツ事業団の講座
◆ベビーサイン教室
3月22日
（水） 10:00〜11:00
６カ月〜１歳半の子と保護者 600円/組
◆ポールウォーキング教室
3月31日（金） 10:00〜11:00 600円 別途ポールレンタル代300円
市総合体育館
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019

本多公園周辺整備完成記念 歴史講演会・見学会
「本多家の歴史と上屋敷跡」
3月26日（日） 13:30〜15:30 県立歴史博物館 80人
市埋蔵文化財センター Ჯ269-2451
（申込み順）

受講生募集

4月4日〜毎月第１火曜 13:00〜 60歳以上の市民 10人
万寿苑 Ჯ244-6745
（申込み順）

こも

場無料

要申込み

広坂１-１-１）

平成29年度
受講期間
定
員
対
象
費
用
受付期間
※
※

高砂大学校受講生

追加募集

4月下旬 〜 来年1月下旬 全31回
13:30 〜 15:00
月・水・金の３クラス 各144人
S27．4.1以前に生まれた市民
資料代として年間2,000円
3/24（金）まで 9:30 〜 16:00

入学願書とはがきを中央公民館彦三館へ持参
入学願書は中央公民館（彦三館・長町館）、市民課、
市民センター、地区公民館などにあります
中央公民館彦三館 Ჯ261-8100
（申込み順）

