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● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢

検索

@CityofKanazawa

検索

収集日の午前８時３０分までに
出してください。

自己搬入

地区別収集カレンダー 検索

施設名

業務日程
年末（まで）
年始（から）
12月31日
（月） 18時 １月４日
（金） ９時

※年末年始は申込みが集中しご希望にそえない場合がありますがご了承願います。

【問い合わせ先】
リサイクル推進課 �220-2302
西部管理センター �242-1371
東部管理センター �252-6050
広岡

12月17日(月) 14:00～

広岡北

広岡1丁目

金沢駅西広場周辺 の一部区間が

車両通行止めとなります
金沢駅西広場歩行環境整備事業に伴い、右図の区間が車両通行止めと
なります。金沢駅への送迎は、一般車駐車場をご利用ください。

テレビ広報

ラジオ広報

�220-2353

12/25（火）～1/7（月）の法律相談はお休みします
市民相談室
（市庁舎2階） �220-2222

市福祉サービス公社
介護保険認定調査員募集
（4月採用）

学校司書
（非常勤）
募集
（4月採用）
試験日：1月20日
（日） 任用期間：1年（更新あり）
司書、司書補、司書教諭のいずれかの資格を有する方 2人程度
学校職員課 �220-2445
（1月7日必着）

クラフトプラザ香林坊 入居者募集（1月以降入居）
伝統工芸、繊維、デザイン業などの事業者または創業予定者
詳しくは、クラフトプラザ香林坊 検索
クラフト政策推進課 �220-2373
（12月28日必着）

保育施設設置・運営事業者の公募説明会

有料粗大ごみ収集の電話申込み

【問い合わせ先】都市計画課

各届出票を提出 ※現在業務に従事していない方も対象
市保健所 地域保健課 �234-5102
（1月15日締切）

S34.4.2以降に生まれ、介護支援専門員の資格と普通
自動車運転免許を有する方 ※所定の用紙で応募
市福祉サービス公社 �260-0071
（12月28日必着）

業務日程
年末（まで）
年始（から）
東部環境エネルギーセンター
12月28日
（金） １月４日
（金）
燃やすごみ（有料）
☎252-6049
15時
9時
※前日までに予約が必要です。
12月28日
（金） １月４日（金）
戸室新保埋立場
埋立ごみ（有料）
16時30分
8時30分
西部・東部管理センター、湊市民センター横 12月23日
（日） １月５日
（土）
資源物（無料）
（資源搬入ステーション）
16時
10時
（土・日曜日のみ）
西部環境エネルギーセンター
12月30日
（日） １月４日
（金）
資源物（無料）
（資源搬入ステーション）
21時
13時

戸別収集
受付センター
☎221-0530

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談特別窓口

休止期間中は毎週水曜日14:00から映画会を開催
泉野図書館 �280-2345

年末の大掃除で出たごみを下記の施設へ持ち込むことができます。

業務内容

対象者

2/1
（金）
～3/31
（日）
はリニューアルのため
泉野図書館ＤＶＤ視聴（一般・児童）ブースを休止します

１月の
「資源回収」
「燃やさないごみ」
「あきびん」
の収集日は指定日と異なりますのでご注意ください。
ホームページからも収集日が確認できます。 いいね金沢

場所

医師・歯科医師・薬剤師は2年ごとに現況届が必要です！

家庭ごみ分け方出し
方
（H29.11月配布）
に付属の「地区別収
集カレンダー」をご
確認ください。

収集地区
年末（最終日） 年始（開始日）
月・木曜日収集の地区 12月31日（月） １月７日（月）
火・金曜日収集の地区 12月28日（金） １月４日（金）

日時

12月15日
（土）、16日
（日） 9:00～15:00
医療保険課
（市庁舎1階） �220-2258

ごみ収集日のご確認を！

燃やすごみ

凡 例

FAX222-5119

12月21日
（金） 14:00～ 市職員会館（本多町3-2-26）
詳しくは、金沢市保育施設公募 検索
こども政策推進課 �220-2299
（12月20日締切）

キゴ山 スタンプラリー！
4月14日
（日）
まで
来館、
イベント参加などでスタンプを集めた方に
「お泊まりスターウオッチング（5/2～3）」参加券を進呈
キゴ山ふれあい研修センター こども交流棟 �229-1141

版画体験「版画でオリジナルコースター作り」 火曜休み
金沢駅西広場
一般車駐車場

車両通行止区間
金沢駅西口
時計駐車場

金沢駅金沢港口（西口）

北安江
高架下

◆まいどさんの金沢クイズ（テレビ金沢）
12月15日（土）11：40～11：45
「 おまつの方の巻② 」

◆いいね金沢（北陸放送）
12月15日（土）17：15～17：30
「 サポセン活用で街を元気に
～ 市民活動サポートセンター ～ 」

◆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～

随時 10:00～12:00 1日8人まで 1,000円（中学生以下500円）
金沢湯涌創作の森 �235-1116
（申込み順）

金沢子ども科学財団の催し

火曜休み

①科学実験教室
「石こうで恐竜のたまごをつくってみよう」
12月15日
（土） 10:00～11:30、13:30～15:00
子ども科学スタジオ
（尾張町2-12-1） ※駐車場なし
年長児～小学2年生と保護者 各回25組 100円
②おもしろ実験・観察教室 ～ 物理・化学・生物・地学 ～
1月12日
（土） 9:30～11:30 財団実験室
小学3、4年生 各20人 300円
②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
（①当日先着順、②12月28日消印有効）
�221-2061

内容

費用 （記載の無いもの無料）

金沢海みらい図書館の催し
◆吹奏楽アンサンブルで奏でるクリスマスコンサート
12月15日
（土） 13:30～14:00、15:00～15:30
◆おはなしの森 家ぞくや友だちに年賀状をかこう！
12月16日
（日） 11:00～11:45、14:00～14:45
幼児～小学4年生 大学生による絵本の読み聞かせとあそび
金沢海みらい図書館 �266-2011

問い合わせ先

猫の譲渡会参加者募集
12月24日
（月） 12:30～15:00
県内在住の20歳以上65歳未満の方（ほかに要件あり） 10組
所定の用紙で申込み 詳しくは、お問い合わせください
動物愛護管理センター �258-9070
（12月19日必着、多数時抽選）

シニア＆ビギナーズラン教室（全10回） 参加者募集！

千寿閣の催し
①手づくり工作教室
「干支の折り紙」
12月15日（土） 10:30～16:00 ※材料がなくなり次第終了
②お正月の寄せ植え教室
12月15日
（土） 10:30～12:30 市民 20人 2,000円
③そば打ち体験
12月16日
（日） 10:00～13:00
市民 6組（1組2～4人） 1,500円/組
④親子もちつき体験
12月23日
（日） 10:00～11:00、11:00～12:00
市内在住の親子 各回25組 1人100円 餅は2個持ち帰り
千寿閣 �222-0008（①当日先着順、②～④申込み順）

1月9日～3月20日の水曜（1月23日除く） 10:00～12:00
市総合体育館 20人 5,000円
市スポーツ事業団 �247-9019
（申込み順）

キッズタウンリユース市
（とむろキッズの森リユース市・出張版）
1月26日（土） 10:00～12:00 ※入場時間は申込後に通知
市保健所 市民 乳幼児子育て用品、衣料の提供
はがきにイベント名、
住所、
代表者氏名、
大人・こどもの
人数、
電話番号を明記 〒920-8577
（住所記載不要）
リサイクル推進課 �220-2302
（1月10日必着）

テーブルマナー教室

泉野図書館の催し
◆クリスマス・ミニコンサート～ ハンドベル演奏会 ～
12月16日
（日） 14:00～14:20、15:00～15:20
◆親子クリスマスのつどい
12月22日
（土） 15:00～16:00
（開場14:30） 150人
幼児～小学生と保護者 劇「サンタおじさんのいねむり」ほか
泉野図書館 �280-2345
（当日先着順）

防火安心講座 ～ 火災の実態と火災予防 ～
12月17日
（月） 14:00～ 60歳以上の市民 20人
松寿荘 �268-6757
（当日先着順）

冬のおはなし会＆紙芝居
12月18日
（火） 14:30～15:00 20人
玉川こども図書館 �262-0415
（当日先着順）

第2回ベストオブアンサンブル in Kanazawa
公開オーディション
12月21日
（金） 11:30～ 市アートホール
金沢芸術創造財団 �223-9898

徳田秋聲誕生会
（秋聲令孫を囲む茶話会）
12月23日
（日） 14:00～15:30 10人 観覧料300円
徳田秋聲記念館 �251-4300
（申込み順）

冬休み書き初め教室

参加者募集

12月24日
（月） 13:00～15:00 小学3～6年生 10人
市シルバー人材センター �222-2411
（申込み順）

「金沢食育キッズマイスター育成」
料理基礎6回・新春コース
1/12～2/2、2/23、3/2の土曜 13:00～15:00
市内在住の小学2～6年生 20人 調理実習、買い物など
往復はがきに教室名、住所、氏名
（ふりがな）
、学年、
電話番号を明記 〒920-0907 青草町88
近江町交流プラザ �260-6722
（12月21日消印有効、多数時抽選）

要申込み

2月3日
（日） 11:30～13:30
カフェ＆ブラッスリー ポール・ボキューズ（しいのき迎賓館内）
市内在住のひとり親家庭の親子（小学4年生以上）、
寡婦の方 30人 親・寡婦2,000円、子1,000円
所定の用紙で申込み 市母子寡婦福祉連合会
�224-3417
（1月18日締切、多数時抽選）

その他の講座・イベント
日時
内容
場所・問い合わせ先
１/６
（日） 西垣 聡 ガラス展
金沢・クラフト広坂
まで
販売あり
☎265-3320
12/15
（土） 子ども作品展「第11回 自画像展」金沢ふるさと偉人館
～１/20（日）観覧料300円
☎220-2474
12/15
（土） 企画展「鏡花幻妖アンソロジー前期展 泉鏡花記念館
～２/25（月）
『境界に棲むもの』」 観覧料300円
☎222-1025
12/21
（金） ①入館者プレゼント
金沢くらしの博物館
～12/24（月）
「初夢の枕紙」
☎222-5740
（観覧料300円、高校生
１/14
（月） ②着物で旗源平 ！
以下無料、②申込み順）
13:30～15:30 年長児～小学生 10人
12/21（金） クリスマス企画～限定ハガキプレゼント～ 室生犀星記念館
～25
（火） 観覧料300円 なくなり次第終了 ☎245-1108
12/31
（月）
金沢湯涌江戸村
福茶のふるまい
10:00～14:00
☎235-1267
（入園料300円、
１/１
（火）
大福茶のふるまい
火曜休み）
10:00～14:00

金沢林業大学校 研修生募集中
研修期間 4月から2年間 年間40日程度
対

象 H31.4.1現在、18歳以上65歳以下で、研修
修了後、市内で林業に従事する意欲のある
方 ※書類審査と面接で選考

内

容 森林保育、きのこ栽培などの実習中心の研修

詳しくは、金沢林業大学校

検索

【問い合わせ先】金沢林業大学校 �229-1720（2月8日消印有効）

