毎週火曜日掲載

平成28年５月３日

金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

Ჯ
（076）
220-2033 FAX
（076）
220-2030
Eメール : kouhou@city. kanazawa. lg. jp

いいね金沢

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

市の情報を
ネットで！

検索

@CityofKanazawa 検索

■人口 465,188人
■世帯数 200,070世帯
（H28.4現在）

40歳以上の方

集団検診

（病院・医院で受診）

（福祉健康センター・公民館などで受診）

金沢市から受診券を
お送りしています。

市民の方

18 〜 39歳の方

直接 会 場にお越しください（
。受診券 不 要）

がん検診など

市民の方
肝炎ウイルス検査は受診券が必要です。
お勤めでない市民の方などに金沢市から 胃・大腸・乳・子宮頸がん検診は予約が必要
受診券を送付します。
【予約先】石川県成人病予防センター
Ჯ238-5140 FAX238-9207
金沢市から受診券が送付された方のみ

検診項目により
対象年齢が
異なります。

詳しくは 金沢市健康診査

検索

問い合わせ先

健康政策課

就学援助の申請は5月9日
（月）
までです

Ჯ220-2730

FAX220-2231

水防訓練・水防工法講習会 を行います

市内の小中学生の保護者で経済的理由により子供の
就学が困難な方に必要な費用の一部を援助します
通学している学校または教育総務課 Ჯ220-2477

湊簡易グラウンド（湊３丁目地内）

予測できない水害に対する水防活動強化のため、土のうの
作り方や積み方の体験講習と水防訓練を併せて実施します。
【問い合わせ先】内水整備課

Ჯ220-2342

7月24日
（日）〜29日
（金） 5泊6日 48,000円
子ども会 ･ボーイスカウト･ガールスカウト･スポーツ少年団で
活動する市内在住の小学5年生〜中学3年生 59人（多数時抽選）
縄文杉登山、内之浦宇宙空間観測所見学、地元の子
どもたちとの交流会など
生涯学習課 Ჯ220-2441（所定の用紙で申込み、5月31日必着）

①算数教室
「輪あそびをしよう｣
5月7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（当日先着順）
②キゴ山で草花あそびを楽しもう
5月28日
（土） 10:00〜11:30､13:30〜15:00
キゴ山ビジターハウス周辺 100円
年長児〜小学2年生と保護者 各20組
②は往復はがきに教室名､ 住所､ 参加者全員の氏名､
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
（5月15日消印有効、多数時抽選、火曜休み）

手づくりアレンジ教室
5月7日
（土） 10:30〜14:00（随時）
簡単な絵手紙づくり 講師：橋本洋子氏
千寿閣 Ჯ222-0008
（材料がなくなり次第終了）

５

テレビ広報

ラジオ広報

5月の人権相談
◆

6日
（金） 市庁舎2階 13:00〜15:00、
11日
（水）材木、18日
（水）富樫、25日
（水）薬師谷の
各公民館 13:00〜16:00
人権女性政策推進課 Ჯ220-2095

育児用品リユース市 〜とむろキッズの森 〜
5月11日
（水） 10:00〜12:00 ※受付9:30〜
市内在住の乳幼児を持つ家族
乳幼児子育て用品､衣料などの提供・回収
戸室リサイクルプラザ Ჯ236-1600

未来の看護師に向けた「病院見学会｣を開催します
5月14日
（土） 13:30〜15:30 ※受付13：00〜
看護師養成施設の学生及び卒業生
施設の紹介や現役看護師との意見交換会
市立病院事務局 Ჯ245-2600

フォト＆五・七・五作品募集
「私の好きな風景」
写真に俳句・川柳・一行詩を添えてA4台紙に貼り提出
展示：6月1日
（水）〜25日
（土）
合評会：6月26日
（日） 講師：中田敏樹氏
金沢文芸館 Ჯ263-2444（5月18日〜6月13日受付､火曜休み）

「協働のまちづくりパートナーシップ・コンペ」
提案企画募集
金沢市

市民協働推進事業

検索

݆ൡՄଫ࣎ࢴЁýᲯ220-2026
（6月27日必着）

３

金沢ふるさと偉人館、中村記念美術館、
鈴木大拙館、前田土佐守家資料館、
室生犀星記念館
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安江金箔工芸館、徳田秋聲記念館、
泉鏡花記念館、金沢蓄音器館、
金沢文芸館、寺島蔵人邸

火

FAX220-2476

福祉総務課

①ガス責任技術者 ②第1種ガス本管工事士
講習会：6月15日（水）､16日（木） 筆記試験：7月6日（水）
実技試験：②の筆記試験合格者を対象に9月開催予定
企業総務課 Ჯ220-2374
（5月9日 〜 20日受付）

市内の美術館・博物館を夜９時までオープンします。
夕ごはんのあとのお散歩に、お仕事帰りに、是非お立ち寄りください。

どなたでも
自由に見学
することが
できます。

問い合わせ先

金沢市ガス工事資格認定試験

金沢子ども科学財団の催し

平成28年熊本地震災害 義援 金を受け付けています
市役所、市民センターなど、市内33施設に義援金箱を設置

費用 （記載の無いもの無料）

5月14日
（土） 14:00〜15:15（13:30開場）
幼児〜小学生と保護者 150人
金沢大学児童文化部による舞台劇と人形劇
泉野図書館 Ჯ280-2345
（当日先着順）

金沢少年の翼 鹿児島県派遣研修参加者募集

〜 9:00 水防工法講習会
５月15日（日）８:00
9:00 〜 10:00 水防訓練
場所

内容

わくわくキッズフェスティバル

高校生以上の学生 10人
中学生・高校生向けコーナーの展示、選書など
玉川図書館 Ჯ221-1960（5月31日締切､多数時抽選）

すこやか検診

若年者健診

対象者

玉川図書館 高校生・大学生ボランティア募集

健診結果で 気になること わからないこと があれば、福祉健康センターでの健康相談をご利用ください。

● 金沢市国民健康保険に加入の方
● 生活保護受給中（医療保険に未加入）の方
● 石川県後期高齢者医療制度に加入の方

場所

実施要領は 金沢子育てお役立ちウェブ 検索
こども政策推進課 Ჯ220-2299
（6月27日必着）

金沢市の健康診査が始まりました！該当の方に４月末に受診券を送付しました。
がん検診などの対象年齢の市民の方は、受診券が送られてこなくても「集団検診」を
受診できます。４月中に各ご家庭に配布した冊子「金沢市 健診と保健のしおり」を
ご覧ください。

特定健康診査

日時

｢かなざわ縁結び支援」コンペティション提案企画募集

健 康 診 査 が 始 ま りま し た

対象年齢は
H29.3.31 現在

凡 例

問い合わせ先

要申込み

広坂１-１-１）

５

Ჯ220-2278

◆みまっし金沢（石川テレビ）
5月7日（土）17：25〜17：30
「 協働のまちづくりチャレンジ事業」

◆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31ch）
グッと快適！金沢暮らし
「 再発見！銀河の里・キゴ山ふれあい研修センター 」

◆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〜

水
時間
費用
ゴールデンウイーク編
文化施設夜間開館

21:00（入館は20:30まで）

通常閉館時間 〜

※鈴木大拙館は17:00 〜18:00一時閉館

一般300円、65歳以上200円、
高校生以下無料
※金沢文芸館は一般100円、高校生以下無料

【問い合わせ先】
（公財）
金沢芸術創造財団 事業課 Ჯ223-9898
（公財）
金沢文化振興財団 Ჯ220-2190（受付：平日9：00〜17：00）

金沢 〜 白峰（ぶらり白峰特急）定期観光バス運行
5月8日、15日、22日、29日の日曜（全4回）
行き：金沢駅（9:10発）−白峰（10:50着）
帰り：白峰（15:00発）−金沢駅（16:30着）
3,200円（小学生以下1,600円）
北陸鉄道予約センター Ჯ234-0123
観光政策課 Ჯ220ｰ2194

ボッチャ教室

参加者募集

5/21、6/18、7/16、8/20、9/17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
（FAX同じ）

みどりの里 じねんじょオーナー募集
（全3回）
5月22日
（日） 9:00〜12:00、
6月12日
（日）、11月6日
（日） 10:00〜12:00
全て参加できる市民 10組（1組2〜4人）
2,000円/組
往復はがきに住所、氏名、電話番号、人数を明記
〒920-1122 湯涌荒屋町47 金沢湯涌みどりの里
Ჯ235-8033（5月11日消印有効、多数時抽選、火曜休み）

こなん水辺楽校
「稲作体験」
生徒募集
5月29日
（日） 10:00〜12:00
こなん水辺公園（東蚊爪町）
秋の稲刈り､11月の収穫祭に参加が可能な市内・
河北潟周辺市町在住の家族 30組
はがきに住所､氏名､大人 ･ 子供の人数、電話番号を明記
〒920ｰ8577
（住所記載不要） 緑と花の課
Ჯ220ｰ2356
（5月20日必着､多数時抽選）

おいしさいろいろ！手作りパン教室
5月30日
（月） 13:00〜16:00
企業局ガスショールーム
（西念1-2-1）
市内在住の方 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ｰ0961 香林坊2-4-30 8F 企業局料理教室事務局
Ჯ262ｰ7519
（5月16日必着､多数時抽選）

つなぐ星たち つながる絆
親子でスターウオッチング 参加者募集
6月3日
（金）〜4日
（土） 19:00〜8:00
市内在住の小・中学生と保護者 15組 一人500円
春・夏の星座や惑星などの天体観望
往復はがきに住所､参加者全員の氏名､年齢
（保険のため）
、
電話番号を明記 〒920-1141 平等院本町カ13-1
銀河の里キゴ山 Ჯ229-1141
（5月13日消印有効､多数時抽選）

金沢食育キッズマイスター〜基礎6回 ･ 夏期コース〜
6月11日〜7月16日の土曜 13:00〜15:00
市内の小学生 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ｰ0907 青草町88 近江町交流プラザ
Ჯ260ｰ6722
（5月13日消印有効､多数時抽選）

ジュニアスキルアップテニス 受講生募集
毎週火曜 17:30〜19:00 6,170円（月額）
額谷ふれあい体育館 テニス経験のある小学生
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019
（5月6日から受付）

