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@CityofKanazawa
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詳しくは
こちらから

新型コロナワクチン接種について【６５歳以上の方対象】
予約受付 5月6日
（木）
から 接種開始

5月15日
（土）
から順次開始

※開始日は医療機関により異なります
予約方法

接種開始後しばらくは、金沢市に供給さ
れるワクチン量が限られています。
5月最終週からは、十分な量のワクチン
が届くことになっていますので、接種は
必ずできます。

5月6日から①～③のいずれかの方法で予約
①金沢市LINE公式アカウントから予約
※予約は5月6日午前9時からです
※受付開始直後は、つながりにくい場合があります

②金沢市コロナワクチンコールセンターへ電話
※受付開始直後は、つながりにくい場合があります

③医療機関に直接予約
※予約方法は医療機関ごとに異なります
医療機関ごとの予約方法について
詳しくは、 金沢市新型コロナウイルスワクチン接種について 検索
※事前予約が必ず必要です
※複数の医療機関に予約するなどの重複予約はしない
でください

凡 例

金沢市役所などの窓口では、予約受付は

10周年のお祝いとみなさんへの感謝を込めて、
夜の図書館で、魅力的な光のマッピングをお届け
します。
日
時｜５月21日(金)、22日(土)
20：00～/20：15～/20：30～
内
容｜当館のPR動画や
「図書館の誕生日」、
「海」
をテーマにした光の演出を図書
館の外壁に投影します

梅雨入り前に水害ハザードマップをご確認ください。

詳しくは、
こちらをご覧ください。
金沢市ハザードマップ 検索

【問い合わせ先】内水整備課 �220-２３４１ FAX220-２４７６

地域コミュニティ活性化推進審議会 委員募集
20歳以上の市民 2人 任期：6月1日から2年
所定の用紙に必要事項と応募動機（400字程度）を記載し応募
市民協働推進課 �220-2026
（5月14日必着）

家族で加賀野菜を育てよう
5月9日
（日）10:30～12:30 家族3０組 600円/組
赤皮かぼちゃを収穫まで栽培（月1回、講師による栽培
アドバイスあり）
千寿閣 �222-0008
（申込み順）

営 業 許 可 の 取 得 また は 営 業 届 の 提 出 を お 願 いします

コロナ禍で困難を抱える女性の支援を行う
市民グループ・団体募集
募集期間：5月6日
（木）
～31日
（月）
次の要件をすべて満たす団体やグループ
・民間の非営利団体（法人格の有無不問）
であること
・ 市内を活動の本拠地としていること
・ 団体構成員が4人以上であること
・ 提案企画の実施、運営などが可能であること
・ 宗教・政治活動団体、暴力団関係団体でないこと
ダイバーシティ人権政策課 �220-2095

○新しく許可の対象となる業種：漬物製造業、魚介類や魚卵の加工品の製造業、液卵製造業など

現在、営業を行っている場合：令和６年５月末まで
今後開業予定の場合：営業開始の前

➡

許可の取得が必要です

○新しく届出の対象となる業種：弁当・野菜・果物・米穀類・その他の食品販売業、通信販売・訪問販売に
よる販売業、健康食品・コーヒー・農産保存食品・調味料・海藻・その他の製造加工業、精穀・製粉業、製
茶業、行商、給食施設など

現在、営業を行っている場合：令和３年11月末まで
今後開業予定の場合：営業開始の前

➡

届け出が必要です

クラフトプラザ香林坊

�234-5112 FAX220-2518

市シルバー人材センター入会説明会
毎週火曜13:30～14:30 60歳以上の市民 15人
市シルバー人材センター �222-2411（申込み順）

eishi-s@city.kanazawa.lg.jp

発熱などの症状のある方は、
石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター
まずは、身近な医療機関に
電話でご相談ください
【問い合わせ先】地域保健課 �234-5102 FAX234-5104

入居者募集

伝統工芸・繊維・デザイン業などの事業者・起業予定者
[ルーム3]6.52坪 73,150円
※新規事業者、創業3年未満の方は減額制度あり
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
（5月31日必着）

○許可にも届出にも該当しない業種
食品などの輸入業、食品などの貯蔵または運搬のみの営業（冷凍・冷蔵倉庫業除く）、容器包装に入れ
られた食品などのうち常温保存が可能な食品の販売業など
「許可業種」
「届出業種」
または
「許可にも届出にも該当しない業種」
のいずれに該当するか不明な場合は、下記の連絡先に
お問い合わせください。

内容

問い合わせ先

費用 （記載の無いもの無料）

子どもに大人気のお絵かき水族館やマリモ釣り、
ド
クターフィッシュなどのあそべる水族館が図書館
にやってくる！
日
時｜５月22日(土) 10：00～16：00
（12：00～13：00は閉場）
場
所｜１階 交流ホール
対
象｜どなたでも（入場制限をする場合があります）
持 ち 物｜クレヨン、色マジック（お絵かき水族館で使用）

5月は水防月間です

食品事業者の皆様へ

【問い合わせ先】 衛生指導課

対象者

～みんな
みんな あつま
あつまれ！海みら
あつまれ！海みらい～
海みらい～

できませんのでご注意ください

【問い合わせ先】 金沢市コロナワクチンコールセンター �213-5670 受付時間 平日 9:00～17:45

場所

要申込み

金沢海みらい図書館 開館10周年記念イベント

お 願 い
●治療中の病気がある方は、かかりつけ医に接
種をうけてよいか確認してください

日時

テレビ広報

参加無料

【問い合わせ先】
�266-2011
266-2011 FAX266-2014

当館の周辺地区で大切に保管されている
金沢市無形民俗文化財「加賀獅子」獅子頭の展
示です。
期
間｜５月21日(金)～30日(日)（最終日は15:00まで）
場
所｜１階 ギャラリー
協力地区｜大野町、金石町、大徳、戸板、長田町、
西、二塚、安原

労働相談窓口のご案内

まちなか読書会「 川端康成

火・木・金曜 9:00～12:00、13:00～16:00
社会保険労務士（火曜は女性）
による相談
労働相談窓口
（第一本庁舎5階） �220-2188

女性相談・DV相談のお知らせ
◆電話・面接相談
月曜～金曜 9:00～17:00
◆特別相談 ※事前面接要
・弁護士相談 第１火曜、第３金曜 13:00～15:00
・臨床心理士相談 第２木曜
10:00～12:00
・カウンセリング 毎週木曜
13:00～15:00
女性相談支援室 �220-2554

キゴ山ふれあい研修センターの催し
①金曜夜は美しい星空を楽しもう！金曜日は星見の日
5月7日～10月29日の金曜（全26回）
19：00～20：30、20：00～21：00 各35人
望遠鏡での夜空の観望と星座解説、雨天時はプラネタ
リウムでの星座解説
②星と夜空の音楽会 ～フルートの音色と共に～
5月28日
（金）19:30～20:10
6歳以上の方 40人
キゴ山ふれあい研修センター �229-1141
（申込み順、②8:30～受付）

シルクスクリーン講座「 日傘 （
」全2回）
5月13日(木)、14日
（金） 9:00～16:00
3人 5,000円
傘と布地持参
金沢湯涌創作の森 �235-1116（火曜休み、申込み順）

盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会
受講者募集
（全10回）
6月19日～10月16日の土曜 10：00～15：00
加賀市市民会館
県内在住の18歳以上の方 15人 5,000円（テキスト代）
県聴覚障害者協会 �264-8615 FAX261-3021
（5月6日～受付、5月26日締切）

◆みまっし金沢（石川テレビ）
◆金沢コミュニティチャンネル
5月8日（土）17：25～17：30
（金沢ケーブル031ch）
「住宅耐震改修等補助制度について」 「文化施設紹介
特別展を見に中村記念美術館へ」

ラジオ広報

当館の建設過程の写真などをモニターでご紹介し
ます。
また、
これまでに当館の紹介記事が掲載され
た図書の展示も行います。
期
間｜５月20日(木)～６月１日(火)
場
所｜図書館のあゆみ展 １階 ギャラリー
関連図書の紹介 １階 カウンター前

有難う 」

5月16日
（日） 14：00～15：30 15人
泉野図書館 2階レクチャールーム
玉川図書館 �221-1960
（10：00～受付、申込み順）

パソコン教室

受講生募集

講座名

日程

①

ワード入門

5/20～6/24の木曜

②

エクセル入門

5/21～6/25の金曜

③

70代からのスマホ

5/24～6/28の月曜
（5月31日はのぞく）

回数

6
5

10：00～12:00 各8人（2人以上で開講）
①②9,600円＋テキスト代、③8,000円
③スマホ持参
市シルバー人材センター �222-2411
（5月11日締切、申込み順）

子ども科学スタジオ「 けんびきょうで見る世界 」
5月29日(土) 10:30～12:00、14:00～15:30
年長児～小学2年生と保護者 各回16組（2人1組） 100円
申込み方法など、詳しくは、 金沢子ども科学財団 検索
金沢子ども科学財団 �221-2061
（5月19日締切、多数時抽選）

国際交流員とアメリカのこども遊びをしよう！
5月29日
（土） 13:30～15:00
リファーレ４階 大研修室（本町1-5-3）
小学1～3年生 12人 500円
往復はがきまたはメールに講座名、住所、氏名、学年、電話番
号を明記 〒920-0853 本町1-5-3 金沢国際交流財団
�220-2522
kief@kief.jp （5月16日必着、多数時抽選）

6月写謡の会参加者募集 ～ 兼平・百万 ～
6月6日
（日） 10:15～11:15
500円と観覧料310円 20人
講師 渡邊茂人
金沢能楽美術館 �220-2790

◆ピープル＆シティアイラブ金沢
（エフエム石川） ◆グッディ金沢・いいね金沢
（北陸放送）
日曜 18：30～
木曜 14：30頃～
◆ちょっときいてたいま！
（ラジオかなざわ）
◆いいね金沢 耳より情報
（ラジオかなざわ）
土曜 10：00～
月～木曜 16：55頃～

