毎週火曜日掲載

平成28年10月４日

金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

市の情報を
ネットで！

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

検索

@CityofKanazawa 検索

日時

場所

対象者

金沢卯辰山工芸工房 職員募集
（４月１日採用）
陶芸工房専門員、
ガラス工房専門員 各１人
大学卒業程度の学力を有し、陶芸またはガラスの
専門的技術を有する方 ※所定の用紙で応募
金沢卯辰山工芸工房 Ჯ251-7286
（11月7日17:00必着）

■人口 466,284人
■世帯数 201,407世帯
（H28.9現在）

10/9（日）

10月17日
（月）〜 21日
（金）
は、点検のため
燃やすごみの自己搬入を停止します
東部環境エネルギーセンター Ჯ252-6049

固定資産税の減額・軽減について
◆

開館時間

●見どころ

９:30〜17:00（受付は16:30まで）

◆

・県内で一番古い木造建築校舎を活用した博物館
自体が文化財！
・貴重な民俗文化財や獅子頭を見てみよう！
・レトロな家電や日用品、遊び道具に触れて、
昔のくらしを体験しよう！
・金沢の郷土料理やことば、お祭りなど独特な風習
などを学ぼう！

※10/9（日）は13:00より一般公開

観覧料
［一般・大学生］300円
［団体（20名以上）］250円
［65歳以上］200円
※高校生以下は無料
【問い合わせ先】金沢くらしの博物館

Ჯ・FAX２２２-５７４０

金沢・現代会議

−現代に生きる・現代を生きる−

鈴木大拙館開館
５周年記念テーマ

18:30〜21:00
（開場18:00）
入場無料
事前申込み要
市文化ホール
（高岡町）

「世界人としての日本人」

深澤直人
寺島実郎
（講演順・演題）
第1部

個人講演

第2部

氏 「はりの理論」
氏 「現代を生きる鈴木大拙」

パネルディスカッション出演者（順不同）
浅見 洋氏（西田幾多郎記念哲学館館長）
岡村 美穂子氏（鈴木大拙元秘書、鈴木大拙館名誉館長）
寺島 実郎氏（日本総合研究所会長）
ピーター・グリーリ氏（ボストン日本協会特別顧問）
深澤 直人氏（プロダクトデザイナー、日本民藝館館長）
コーディネーター：木村宣彰氏（鈴木大拙館館長）

パ ネ ル ディス カッション

※往復はがきの場合は、返信先の住所、氏名も明記

〒920-8577
（住所記載不要） 文化政策課「金沢 ･ 現代会議」係
gendai@city.kanazawa.ishikawa.jp
（申込み専用アドレス）

問い合わせ先 文化政策課

Ჯ220-2442

FAX220-2069

携帯から
（メールアドレス）
▲

金沢子ども週間

１０/９
（日）
15（土）金沢市では、
「金沢子ども条例」により、10月の第2日曜日から1週間を「金沢子ども週
間」と定め、子どもとのふれあいを通して、子どもを育てる大人の役割の大切さを考え
る期間としています。

金沢子ども週間 「絆」
フェア
1０/９
（日） １０
：
００〜１５
：
００

場所

キゴ山ふれあい研修センター
青少年交流棟、こども交流棟

和太 鼓、吹奏 楽のステージ 演 奏、ふれあい 動物園、ものづくり体験、たこあげ、
親子で昆虫採集、ペットボトル顕微鏡づくり、巨大シャボン玉づくり、いかだ遊び、
演劇鑑賞、ニュースポーツ体験 など

子どもと一 緒 に チャレン ジして み よう！
【問い合わせ先】生涯学習課 Ჯ２2０-２４４１ FAX２２０-２４８８

テレビ広報

ラジオ広報

10月は労働相談強化月間です！
社会保険労務士による相談 月・火・木・金曜 9:00〜16:00
労働相談窓口（市庁舎2階） Ჯ220-2188（年末年始・祝日除く）

希少伝統産業専門塾（二俣和紙コース）受講生募集
11月から２年間 隔週土曜 9:00〜17:00
齋藤和紙工房 材料費実費負担
市内在住・在勤の40歳以下の方 2人 ※書類審査と面接で選考
後継者発掘・育成を目的とした第3期生を募集
所定の用紙で応募 〒920-8577
（住所記載不要）
クラフト政策推進課 Ჯ220-2373
（11月4日必着）

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

１０月の人権相談
7日
（金） 市庁舎2階 13:00〜15:00、
5日（水）戸板、19日（水）野町、26日（水）森本の各公民館 13:00〜16:00
人権女性政策推進課 Ჯ220-2095

サポートグループ凪
10月20日（木） 14:00〜16:00 暴力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）

展示〈姉妹都市〉蘇州市・全州市を知ろう！
10月6日（木）〜25日（火） パネル展示、伝統工芸品の展示など
金沢海みらい図書館 Ჯ266-2011

かなざわスポーツフェスティバル２０１６

申 込 方 法 往復はがきまたはメールで、住所、氏名、電話番号を明記（２人まで記載可）
（多数時抽選、結果は11月10日までにお知らせします）
11/4
（金）
必着

バリアフリー、省エネ、耐震の住宅改修に伴い、工事後３カ月
以内の申告で固定資産税額が減税される場合があります
東日本大震災に伴う代替土地・家屋の取得において、
申告により固定資産税が軽減される場合があります
資産税課 Ჯ220-2156

シルバー人材センター入会説明会

鈴木大拙が生まれ、鈴木大拙館が建ち、大拙を育んだ文化が今なお息づくここ金沢で、第一線で
活躍する多様な分野の識者が、現代に生きる人の生き方について、語り合います。

11月17日
（木）

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

いいね金沢

凡 例

◆まいどさんの金沢クイズ（テレビ金沢）
10月8日（土）11：40〜11：45
「 国宝色絵雉香炉の巻 」

◆みまっし金沢（石川テレビ）
10月8日（土）17：25〜17：30
「 金沢マラソン2016 」

◆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〜

10月8日
（土）〜10日
（月） 9:00〜16:00
市総合体育館 無料スポーツ体験コーナーなど
詳しくは かなざわスポーツねっと 検索
市スポーツ事業団 Ჯ241-0882

金沢職人大学校の催し
◆パネル・道具展 10/8（土）〜10（月） 10:00〜16:00
◆市民公開講座
10/30
（日） 9:00〜16:00 1,000円
科名
内容
石工
水鉢
板金 飾り皿
畳 ミニ上敷

科名
内容
科名
内容
建具 ミニ衝立 造園 松剪定・雪吊り
大工 花台またはスノコ 瓦 瓦葺き・棟の積み方
表具 飾りパネル 左官 塗り壁パネル・泥団子

市内在住、在勤、通学の18歳以上の方
各10人（造園20人） 詳しくは 金沢職人大学校 検索
往復はがきに希望科（第２希望まで）、住所、氏名、年齢
（保険のため）
、
電話番号を明記 〒920-0046 大和町1-1
金沢職人大学校 Ჯ265-8311
（10/13必着、多数時抽選）

おはなしワールド2016 〜 国際交流員と遊ぼう〜
10月8日
（土） 14:00〜15:00 小学生以下の子と保護者 50人
国際交流員による自国紹介、うた、絵本の読み聞かせ、ゲーム、ダンスなど
泉野図書館 Ჯ280-2345
（当日先着順）

森の小屋のお祭り
10月9日（日） 10:00〜16:00 医王の里オートキャンプ場
森の中で癒やし体験、クラフト、バイオリン演奏、飲食
NPO法人角間里山みらい Ჯ256-5338

にこにこ人形劇＆舞台劇
10月９日
（日） 15:00〜16:10
玉川こども図書館 Ჯ262-0415

四十万木の駅プロジェクト！木材と竹を集めます
10月21日
（金）
〜23日
（日）
、11月12日
（土）、13日
（日）
10:00〜15:00
四十万町ユ１番（南四十万共同墓地の隣接地）
間伐材や竹などと森券（地域通貨）
を交換
四十万木の駅プロジェクト実行委員会 Ჯ298-2011

泉野図書館国連寄託図書館開館20周年記念映画会
10月9日
（日） 14:00〜15:45 128人
「おじいさんと草原の小学校」音声英語、
日本語字幕
泉野図書館 Ჯ280-2345
（当日先着順）

育児用品リユース市 〜とむろキッズの森 〜
10月13日
（木） 10:00〜12:00
乳幼児子育て用品、衣料などの提供・回収 ※11月9日は中止
戸室リサイクルプラザ Ჯ236-1600

インターネット公売
（不動産）
を行います
参加申込：〜10月14日
（金） 23:00
入札期間：10月21日
（金）13:00〜28日
（金）13:00
公売財産：山の上町の土地
税務課 Ჯ220-2177

カローリング教室

参加者募集
（全5回）

10/15、11/12、12/17、1/21、2/18の土曜 14:00〜16:00
市障害者高齢者体育館 身体障害者手帳をお持ちの市民
市身体障害者団体連合会事務局 Ჯ・FAX262-6660

絵本作家・西村繁男氏講演会
◆
「絵本づくりと地域での活動」
10月28日
（金） 14:00〜15:30 50人
◆
「人と出会って絵本が生まれる」
10月29日
（土） 14:00〜15:30 50人
玉川こども図書館 Ჯ262-0415
（申込み順）

ゼロから始めるお茶のたしなみ講座
（全３回）
10月30日、11月6日、20日の日曜 10:00〜12:00
中村記念美術館
茶道初心者で市内在住の大学生以上の方 15人
茶道のいろはを体験 3,000円
文化施設課 Ჯ220-2085（10/20締切、多数時抽選）

家庭で作れる本格中華・夜の料理教室
10月31日（月） 19:00〜21:00 企業局ガスショールーム
市内在住の方 16人 1,500円
往復はがきに教室名、住所、氏名、開催日、電話番号を明記
〒920-0961 香林坊2-4-30 料理教室事務局
Ჯ262-7519
（10/17必着、多数時抽選）

泉野福祉健康センターの催し
◆こころの健康づくり講演会 in 鈴木大拙館
11月2日
（水） 18:30〜20:00 市民 30人 300円
臨床心理士による講話、思索体験、鈴木大拙館の案内
◆高齢者すこやか栄養セミナー
「低栄養を予防する食生活」
11月18日（金） 10:00〜13:00 65歳以上の市民 20人 550円
講話、簡単調理実習など
泉野福祉健康センター Ჯ242-1131
（申込み順）

父親のワークライフバランス講座〜パパ子料理教室〜
11月５日（土） 11:00〜14:00 企業局ガスショールーム
市内の５歳〜小学6年生と父親 10組
労働政策課 Ჯ220-2199（10/25締切、多数時抽選）

11月13日（日）中央卸売市場の体験会 参加者募集
9:00〜13:00 ※所要時間各1時間
（卸売場・冷蔵施設見学、模擬せり体験など）
◆市場体験ラリー
市内の小・中学生と保護者 45組
◆魚のさばき方教室
（料理教室）
市内の小・中学生と保護者 20組
往復はがきにイベント名、住所、参加者全員の氏名、
年齢
（保険のため）
、電話番号を明記 〒920-0024
西念4-7-1 中央卸売市場事務局
Ჯ220-2711
（10/20消印有効、多数時抽選）

「金沢伝統文化親子体験講座」参加者募集（全４回）
11月13日〜12月４日の日曜 14:00〜16:00
中村記念美術館 旧中村邸、金沢能楽美術館
いけ花、箏曲、日本舞踊、きもの
市内の小学５、
６年生の親子 10組（20人）
文化政策課 Ჯ220-2442（10/20必着、多数時抽選）

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
受付：10/12（水）〜11/14（月） 展示：10/26（水）〜11/26（土）
合評会：11/27（日） 14:00〜15:30
金沢文芸館 Ჯ263-2444

冬季かるがも親子教室
（全5回）
12月〜2月 10:00〜11:15
火曜：城北児童会館､元町福祉健康センター
水曜：松ヶ枝福祉館､駅西福祉健康センター
木曜：教育プラザ富樫､金曜：泉野福祉健康センター
市内在住のH26.12.1〜H27.4.1生まれの子と保護者 各20組
往復はがきで申込み 〒920-0811 小坂町西8-11 城北児童会館
Ჯ251-0444（1人1会場､11/1消印有効､多数時抽選）

海みらいアートプロジェクト2016

《ハッピーパラダイズ》
〜 みんなでつくるトイザウルスの世界 〜
11月5日
（土） 14:00〜16:00 小学生以上 40人
かえっこバザールでおなじみ藤浩志さんの作品「ハッピ
ーパラダイズ」の展示ワークショップ。藤さんと一緒にた
くさんのおもちゃでトイザウルスの世界を完成させよう！
金沢海みらい図書館 Ჯ266-2011
展示は１１/６〜
（10時 〜 受付、申込み順）
公開
11/27まで

体育の日
（10/10）
は個人使用に限り
市営スポーツ施設を無料開放します
市営スポーツ施設（一部使用できない施設もあります）
市民スポーツ課 Ჯ220-2443

その他の講座・イベント
日時

内容
場所・問い合わせ先
千寿閣
アートにふれあおう
10/8（土）
〜葉っぱと木の実で描いてみよう〜 ☎222-0008
10:00 〜
市内の親子 20人 500円
（申込み順）
樹木剪定講座
松寿荘
10/8（土）
60歳以上の市民 10人
☎268-6757
９:00〜12:00
500円
（申込み順）
10/8（土） 金沢ナイトミュージアム2016 金沢芸術創造財団
18:00 〜 「秋の夜長の小唄会」
☎223-9898
19:30 〜
20人 500円 場所：寺島蔵人邸（申込み順）
10/８（土）、 夢二館オリジナルポストカードプレゼント 金沢湯涌夢二館
９（日）
入館料一般300円
☎235-1112
10/8
（土） 東山地域交流会（作品展示など）
安江金箔工芸館
〜 16（日） ※8日 21:00、16日 15:00まで
☎251-8950
９:30〜17:00 ※10日はお茶会 170円
10/8
（土） ①科学実験教室｢溶かしてあそぼう」 金沢子ども科学財団
10:00〜11:30 広坂子ども科学スタジオ 100円 ☎221-2061
13:30〜15:00 年長児〜小学2年生と保護者 各25組（火曜休み）
①当日先着順
②おもしろ実験・観察11月教室 ②往復はがきで
11/5
（土）
金沢子ども科学財団実験室 300円 10/28消印有効、
９:30〜11:30
小学５年生 〜 中学生 20人
多数時抽選
10/10、17
オリジナルのおろし金
（全2回）
の月曜
８人 5,000円
18:30〜21:00
金沢卯辰山工芸工房
10/14
（金）
耐熱土をつかってグラタン皿（全2回）☎251-7286
10/28
（金）
10人 5,500円
（申込み順、
13:30〜16:30
火曜休み）
バーナーワーク教室
10/17
（月）
水玉模様のトンボ玉
13:30〜15:30
6人 5,000円
10/11（火）〜 11/10（木）
鳴和台市民体育会館
鳴和台市民体育会館のプールは休業します ☎251-3963
10/16
（日） りんごの「秋星」特別無料配布 徳田秋聲記念館
９:30 〜
先着100人 入館料一般300円 ☎251-4300
体験プログラム
10/16
（日）
近江町交流プラザ
体操、ヨガ、いけばな、水彩画など
10:00〜16:00
☎260-6722
※各講座の時間はお問い合わせください
10/16
（日）
金沢湯涌江戸村
和傘実演
10:00〜12:00
☎235-1267
和傘ができるまで、展示
13:00〜17:00
（火曜休み）
企画展「明治維新後 近代の
10/16
（日）
前田土佐守家資料館
前田土佐守家」解説
10:00〜11:30
☎233-1561
歴史講座、列品解説
13:30〜15:00
（申込み順）
100人 入館料一般300円
金沢おもちゃ病院
城北児童会館
10/16
（日）
ラジオを作ってみよう
☎251-0444
13:30〜15:30
小学生と保護者 15組
（申込み順）
国際福祉機器展ＨＣＲ2016報告会 金沢福祉用具情報プラザ
10/20
（木）
最新介護用品をスライドで紹介 ☎234-9900
17:30〜19:00
30人
（申込み順）
染講座「羊毛フェルトでジブン
金沢湯涌創作の森
10/23
（日）
COLORマフラーストールを作る」☎235-1116
10:00〜16:00
初心者 〜 中級者 6人 4,500円 （申込み順、火曜休み）
古典の日記念事業
金沢文芸館
11/3（木）
「小泉八雲朗読とハープの調べ」☎263-2444
14:00〜15:30
50人 入館料一般100円
（申込み順、火曜休み）
11/5（土）
鏡花茶会 −「天守物語」編 −
10:00〜10:30
泉鏡花記念館
茶道を通して鏡花の世界に親しむ
11:00〜11:30
☎222-1025
各10人 2,000円（抹茶・お菓子付き）
13:00〜13:30
（9:30〜申込み順）
場所：石黒商店（十間町53）
14:00〜14:30
話してみよう ！ はじめての 金沢国際交流財団
11/8 〜 22
☎220-2522
フランス語（全3回）
の火曜
（10/20必着、
16人 1,500円
13:30〜15:00
多数時抽選）
往復はがきで申込み
鈴木大拙生誕記念講演会
鈴木大拙館
11/11
（金） 講演「そのまま」ということ
☎221-8011
14:00〜15:30 − 大拙のいきかた −
（申込み順）
講師：木村宣彰館長 場所：金沢歌劇座
毎週月曜
ゆったりスイミング教室
市スポーツ事業団
13:00〜14:30 月額4,730円 市総合プール ☎247-9019

