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凡 例

日時

場所

金沢市教育プラザ運営委員会

対象者

委員募集

任期：2年間（R6.3.31まで）18歳以上の市民 1人
所定の用紙に必要事項と応募動機（800字程度）
を明記し、
郵送、持参で応募
教育プラザ 学校教育センター ☎243-1039（2月7日必着）

協働をすすめる市民会議

委員募集

任期：2年間（R4.4.1～R6.3.31）
市内在住、在勤、在学の18歳以上の方 若干人
所定の用紙に必要事項と応募動機（400字程度）を明記し、
郵送、FAX、
メールで応募
市民協働推進課 ☎220-2026 FAX260-1178
kyoudou@city.kanazawa.lg.jp
（2月15日必着）

市営住宅使用料等徴収嘱託員（ 会計年度任用職員 ）募集
（4月採用）
試験日： 2月18日
（金）
普通自動車免許（AT限定可）
をお持ちの方
応募方法など詳しくは、金沢市 市営住宅課 検索
市営住宅課 ☎220-2333
（2月7日必着）

内容

費用 （記載の無いもの無料）

問い合わせ先

イロリで暖ったまろ！

就職・転職マッチング交流会 参加者募集

1～3月の日曜・祝日 9:00～13:00
入園料310円
金沢湯涌江戸村 ☎235-1267
（火曜休み）

2月11日
（金）13：30～15：30
金沢勤労者プラザ
概ね35歳以上55歳未満で正社員希望の求職者の方30人
詳しくは、金沢市はたらくサイト 検索
（株）ウーマンスタイル ☎227-8062（2/10締切、申込み順）
労働政策課 ☎220-2199

氷室の仕込み初め
1月30日
（日）10:00～11:30
湯涌温泉氷室小屋、金沢湯涌夢二館前広場
氷室酒仕込み、和太鼓演奏、氷室饅頭・温泉卵販売など
※今年は雪詰めの体験・見学はできません
湯涌温泉観光協会 ☎235-1040
（火曜休み）

空調工事終了につき2月5日
（土）
から開館します
室生犀星記念館

☎245-1108
（火曜休み）

企画展解説講座「 前田土佐守家当主 京へ行く」
2月5日(土)、6日
（日）、3月5日
（土）、6日
（日）
10:00～11:00、13：30～14：30
各回10人 入館料310円
前田土佐守家資料館 ☎233-1561(申込み順)

子育て支援課 会計年度任用職員募集（４月採用）

金沢市では市民も来街者も心地よいまちを目指して、
「安全の確保」
と
「良好な景観への配慮」
に重点を置
いたのぼり旗の掲出基準を新たに策定しました。掲出する際は
「間隔を離す」
、
「道路へはみ出さない」
、
「通行
者などの安全に配慮した設置場所」
、
「悪天候時や閉店後は片付ける」
を特に意識しましょう。
◆対象区域

藩政期以来の都市構造が残る
「まちなか区域
（旧城下町区域）
」
詳しくは、 金沢市 のぼり旗の掲出基準

検索

のぼり旗の掲出基準

「金沢市ラッピングバスガイドライン」を見直しました
金沢市では、路線バスのラッピング広告が景観に与える影響を考慮して、
「金沢市ラッピング
バスガイドライン」
を定めています。景観に配慮した良質なデザインを確保しながら、多様な活
用ニーズを想定した柔軟な運用を可能とするため、ガイドラインを見直しました。
詳しくは、 金沢市ラッピングバスガイドライン 検索
【問い合わせ先】景観政策課 屋外広告物係

☎220-2364

FAX224-5046

ラッピングバスガイドライン

keikan@city.kanazawa.lg.jp

「金沢市役所 しごと魅力発見ツアー」 参加者募集！
開催日

2月15日（火） 会場 第二本庁舎など

現地開催

・事務職
・技術職
・保健師

9:30～12:00
9:30～12:00
13:30～14:30

【締切】2月1日
（火）
17:00まで
多数時選考

対象

将来の職業を検討している学生の方（学年不問）

オンライン開催

・事務職
・技術職

13:30～
16:00～

【締切】2月7日
（月）
17:00まで

詳しくは、金沢市職員採用 検索

【申込み・問い合わせ先】
人事課 ☎220-2079
FAX 220-2084

①子どもソーシャルワーカー
社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する方など
※ほかにも応募資格あり 1人
②母子・父子自立支援員
社会福祉士・保育士・保健師の資格、教員免許状を
有する方など ※ほかにも応募資格あり 2人
③ファミリーサポートセンターアドバイザー
普通自動車免許をお持ちの方 1人
任期：1年間（更新あり）
応募資格など詳しくは、金沢市 子育て支援課 検索
子育て支援課 ☎220-2285
（2月14日必着）

2日
（水）13:00～16:00 森山公民館
4日
（金）13:00～15:00 第一本庁舎2階
16日
（水）13:00～16:00 小立野公民館
ダイバーシティ人権政策課 ☎220-2095

令和4年度 高砂大学校受講生募集
クラス・科
対
象
定
員
受付期間

5月上旬～来年1月下旬 週１回程度
全30回 13:30～15:00
月､水､金の３クラス
（同一講義）
S32.4.1以前に生まれた市民
各クラス90人
入学願書とはがきが必要
受付：2/1（火）～28（月）※土日祝日除く 9:30～17:00

中央公民館彦三館

日程

☎261-8100
（申込み順）

キッズチャレンジ体育教室

受講生募集

水曜 15：15～16：15 鳴和台市民体育会館
年中、年長
月額3,400円
市スポーツ事業団 ☎247-9019

石川まゆみ 「 手漉き和紙あれこれ 」展
3月6日
（日）
まで 10:00～18:00
金沢・クラフト広坂 ☎265-3320

定員

① 俳句を楽しみましょう

2/ 5（土）13:10～15:10

15人

② 股関節ストレッチ

2/ 7（月）13:30～15:00

15人

③ さわやかストレッチ

2/ 8（火）10:00～11:00

10人

④ ストレッチ・ヨガ

2/14（月） 9:20～10:20

15人

⑤ 健康体操自彊術

2/15（火）14:00～15:00

15人

⑥ すこやか体操

2/19（土）10:00～11:00

15人

⑦ 太極拳

2/22（火）14:00～15:00

20人

⑧ 股関節ストレッチ

2/27（日）15:00～16:30

15人

☎260-6722
（申込み順）

加賀万歳実演
2月5日(土)13：30～14：00 20人 入館料310円
金沢くらしの博物館 ☎222-5740(9：30～受付、申込み順)

パソコン教室

受講生募集

講座名

日程

佐野弘宜さんの冬の観能の夕べ プレ講座
2月12日
（土）10：30～11：30 40人 観覧料310円
演目「三輪」
「来殿」の見どころを解説
金沢能楽美術館 ☎220-2790
（申込み順）

金沢蓄音器館の催し
◆SP盤鑑賞会
「時代を飾った歌物語」
2月12日
（土）14:30～ 18人 観覧料310円
◆SP盤鑑賞会
「音盤の記憶」
2月19日
（土）14:30～ 18人 観覧料310円
◆コンサート
「おしゃれにスタンダードジャズ」
2月26日
（土）14:30～ 18人 500円
金沢蓄音器館 ☎232-3066
（1/26 10:00～受付、申込み順、火曜休み）

「 フレイルチェック 」をしてみませんか

無料体験プログラム

講座名

近江町交流プラザ

2月の人権相談

受講期間

近江町交流プラザ

要申込み

回数

① かんたん！ズーム

2/10の木曜

1

② パソコン入門

2/12～3/19の土曜

6

③ エクセル入門

2/17～3/24の木曜

6

①③10:00～12:00、②13:30～15:30
各8人（2人以上で開講）
②初心者対象、③基本的な文字入力ができる方
①1,600円、②③9,600円＋テキスト代
市シルバー人材センター ☎222-2411
（2月1日締切、申込み順）

しっかり食べよう教室
2月10日
（木）13:30～14:45 元町福祉健康センター
11カ月～1歳6カ月児と保護者 5組 ※託児なし
生活リズムや離乳完了にむけての講話など
地域保健課 ☎234-5102
（申込み順）

2月15日
（火）13:30～15:00 泉野福祉健康センター
65歳以上の市民 10人
金沢・健康を守る市民の会 ☎222-0103
（申込み順）
◆
「フレイル予防お役立ち情報
～言語聴覚士によるお口の運動～」
動画配信中

金沢子ども科学財団の催し
①子ども科学スタジオ
「きみも名たんてい 指紋のなぞ」
2/19（土）10:30～12:00、14:00～15:30
年長児～小学2年生と保護者 各16組(2人1組) 100円
②おもしろ実験・観察教室
「あぶりだしおよびｐH試験紙を利用して絵をかこう」
2/26（土）9:30～11:30 小学3年生 12人 300円
HPから申込み 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
（①2/9締切、②2/16締切、多数時抽選）

金沢ティーンズミュージカル
中間発表／体験レッスン
2月19日
（土）13:30～
（13:00開場） 100人
金沢市民芸術村パフォーミングスクエア
申込み方法など詳しくは、金沢芸術創造財団 検索
金沢芸術創造財団 ☎223-9898
（申込み順）

ひとり親・ 寡婦の方の無料法律相談
2月27日
（日）13:00～15:30
県母子・父子福祉センター ※託児あり
（要予約）
ひとり親家庭および寡婦の方、離婚を考えている方
市母子寡婦福祉連合会 ☎224-3417
（申込み順）

福祉用具専門相談員指定講習会（ 全8回 ）
5月16日～27日※火曜、土日除く
すべて受講できる方 25人 40,000円＋テキスト代
申込み方法など詳しくは、金沢福祉用具情報プラザ 検索
金沢福祉用具情報プラザ ☎234-9900
（2/2～受付、2/28締切、申込み順）

