
【問い合わせ先】 衛生指導課　☎234-5112　FAX220-2518
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主に生や加熱不十分な肉料理が原因となります。

生肉についていることがあるため、調理の際には中心部まで十分に加熱し生肉に触れた手や器具で調理済みの食品を

触らないようにしましょう。焼き肉店では生肉を焼いたり、裏返すトングと食べる箸の使い分けをしましょう。

『トング　トング　ハシ』の順番です。

サバ、イワシ、カツオ、イカ、アジなどの魚介類に寄生する白色の糸状の寄生虫です。

一般的な料理で使う程度の酢や醤油では死滅しません。予防方法は60℃で１分以上の加熱

または-20℃で24時間以上の冷凍です。また、目に見えますのでよく見て取り除きましょう。

腸管出血性大腸菌、カンピロバクター食中毒に注意

アニサキス食中毒に注意

【問い合わせ先】 広報広聴課　☎220-2033　FAX220-2030

申込み方法募集条件（定員：45人程度）

令和４年度活動スケジュール

講　師

費　用

写真家 テラウチマサト氏

無料

8月31日締切

◆金沢市内在住・在勤・在学の方
◆写真が好きで金沢市の魅力発信に携わってくれる方
※カメラの種類、撮影の技術は問いません！

専用フォームから申込み▶▶

かなざわのわフォトプロジェクト「金沢写真部」部員大募集！かなざわのわフォトプロジェクト「金沢写真部」部員大募集！かなざわのわフォトプロジェクト「金沢写真部」部員大募集！かなざわのわフォトプロジェクト「金沢写真部」部員大募集！
かなざわのわフォトプロジェクトは、金沢で生活・活動している方の目線から

まちの魅力を再発見し、写真に収め、SNSなどを通じて発信する取り組みです。

雑誌やパンフレットには載っていない金沢の魅力を全国に発信しませんか？

9月25日(日)

10月29日(土)

11月27日(日)

写真セミナー（第１回目）

写真セミナー（第２回目）

写真セミナー（第３回目）

日　程 内　容 実施方法・場所

金沢学生のまち市民交流館

オンライン

オンライン

金沢市民芸術村  2月23日(木・祝)
　　　　　　～26日(日)

写真展
※初日に写真セミナー（第４回目）を実施

かなざわのわフォトプロジェクト 検索詳しくは、 金沢写真部インスタアカウントも運営中♪ @kanazawanowa

会場 事前予約数 8月27日（土）　席主校 8月28日（日）　席主校 時間

１ 松涛庵 10 金沢大学 長崎大学・横浜市立大学
1席目：10：00～

2席目：11：00～

3席目：12：30～

4席目：13：30～

２ 旧中村邸 20 同志社大学 京都府立大学

３ 耕雲庵 10 北海道大学

金沢学院大学

４ 閑清庵 10 静岡大学 国際基督教大学

５ 松声庵 10 大正大学 新潟大学

６ 旧園邸 10 九州大学・山形大学 山梨大学

７ 旧高峰家 10 慶應義塾大学 東京大学

８ 玉泉庵 10 名古屋大学 帝塚山大学

９ 時雨亭 15

10 しいのきプラザ

※あわせて「全国学生大茶会2022・リレー茶会」を～12月10日（土）までオンライン開催

12

平安女学院大学 東北大学

東海大学札幌校舎・札幌国際大学

金沢美術工芸大学・同志社女子大学

8月2日（火）～23日（火）事前予約受付、当日現金払い

【茶券申込み先】 ほっこく観光（全国学生大茶会茶券予約窓口） ☎263-1864（平日・土9:30～17:30） FAX260-3448

料金：1席30分程度、茶券500円

「茶の湯のまち・金沢」に全国から大学茶道部が集まります「茶の湯のまち・金沢」に全国から大学茶道部が集まります

2022 8/27 土

8/28 日

【問い合わせ先】 文化政策課　☎220-2442　FAX220-2069　　　　　　　　Web予約はこちら▶▶

毎週火曜日掲載 令和4年8月2日

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

金沢市役所（〒920-8577　広坂１-１-１）
広報広聴課

凡  例 日時 場所 内容対象者 費用（記載の無いもの無料） 問い合わせ先 要申込み

● ホームページ、facebook ■人口 460,336人
■世帯数 210,314世帯（R4.7現在）● twitter、YouTube

いいね金沢 検索

@CityofKanazawa 検索

　詳しくは
こちらから

安江金箔工芸館
☎251-8950（火曜休み）

金沢湯涌江戸村
☎235-1267（火曜休み）

（8/3　9:30～受付、
　　　　申込み順）

親子ガラス細工体験教室
各回10人　1,500円/人

アートを楽しもう～指を使って絵を描こう～
市内在住の親子　6組

ゆめ風鈴製作ワークショップ
各回10人　1,000円と入園料310円

親子テニピン体験会　参加者募集
市総合体育館　年中児～小学3年生の親子　各5組

スペースツアー「大拙と出会う」
入館料310円

①「フレイルチェック」をしてみませんか
市保健所　65歳以上の市民　10人

②第5回フレイルサポーター養成講座
金沢健康プラザ大手町　市民　25人

①没後70年記念「久米正雄の出現」　ギャラリートーク
各回5人　観覧料310円

②「現代日本文学巡礼」（上映）
各回20人　観覧料310円

9月「写謡の会」（演目：小督・殺生石）　参加者募集
30人　500円と観覧料310円

からだかろやか塾～太りにくいからだへ～
金沢健康プラザ大手町　
74歳以下の市民　30人　800円

金沢美術工芸大学の院生・学生　
　　　　　　工芸展「金工十人 」

8/8（月）～29（月）
9:30～17:00

9/7（水）、8（木）
13:00～16:00

徳田秋聲記念館
☎251-4300

（①8/3～受付、
　　　申込み順）

8/7（日）
10:30～

8/20（土）
10:00～11:00
14:00～15:00

8/27（土）
13:00～14:00
14:30～15:30

8/31（水）
13:30～15:00

9/3（土）
11:00～、14:00～

9/3（土）
12:00～、15:00～

9/4（日）
10:15～11:15

9/６、13、20、27
10/11、11/8の火曜
13:30～15:30

8/11（木）
14:00～15:00

金沢湯涌夢二館
☎235-1112（火曜休み）

千寿閣
☎222-0008

（申込み順）

特別展　夢二の工芸　-染色・刺繍、人形、竹工芸-
観覧料310円　※ギャラリートーク　8/7（日）14:00～

8/3（水）
　～11/6（日）　

8/7（日）
9:30～、13:30～

日時 内容 場所・問い合わせ先

かなざわスポーツネット 検索

鈴木大拙館
☎221-8011

金沢能楽美術館
☎220-2790

金沢健康福祉財団
☎222-0102

（申込み順）

金沢・健康を守る市民の会
☎222-0103

（申込み順、
　 ②8/25締切）

市スポーツ事業団
☎247-9019

詳しくは、

夏休み　手づくり絵本教室
8月20日（土）10:30～11:30
3歳以上（小学2年生以下は保護者同伴）　8組
玉川こども図書館　☎262-0415（申込み順、9:30～受付）

「 障害のあるひとの作品展 」作品募集
受付：8月19日（金）～30日（火）の平日　松ヶ枝福祉館
市内の障害のある方が制作した書、絵画、手工芸品、
陶芸、写真を募集　※福祉のつどい2022で展示
市身体障害者団体連合会事務局　☎262-6660

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）

高校生・大学生向けバス運転士体験ツアー　参加者募集
8月23日（火）12:00～16:00　北陸鉄道㈱金沢営業所
令和5年度以降に就職を予定する高校生・大学生　20人
詳しくは、
歩ける環境推進課　☎220‐2371（8月16日必着）

金沢市　バス運転士体験ツアー 検索

かなざわスポーツ川柳コンテスト　作品募集
テーマは「スポーツ、健康」入賞者には、賞状と賞品を進呈
詳しくは、
市スポーツ事業団　☎247-9018（9月20日締切）

かなざわスポーツねっと 検索

市内在住・在勤・在学の方
詳しくは、
環境政策課　☎220-2507（8月31日必着）

金沢市環境政策課　募集情報 検索

『 モノを大切につかってeco！
わたしの「 長持ち愛用品 」自慢 』　作品募集

女性相談・DV相談のお知らせ

月～金曜　9:00～17:00

・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1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

◆電話・面接相談

◆特別相談　※事前面接要

玉川図書館の催し

8月7日（日）14:40～16:40　20人　

8月23日（火）19:30～20:30　50人
劇団KAZARI@DRIVEによる朗読会
玉川図書館　☎221-1960（申込み順、②9:30～受付）

②ナイトライブラリー「コトダマの森」

①玉川図書館個性発揮事業「金沢建築館の紹介及び玉川図書館の見学」

金沢ナイトミュージアム2022

8/7（日）16:00　市役所第二本庁舎エントランスホール

なやみの種：9/2（金）19:00、3（土）13:00、音の行方：9/3（土）17:00
金沢21世紀美術館シアター21　各回80人　1,000円/作品 

9/4（日）14:00、18:00　静明寺　各回40人　1,500円
HPから申込み　詳しくは、
金沢芸術創造財団　☎223-9898（②、③申込み順）

金沢ナイトミュージアム 検索

③お寺でオペラ！『 義血侠血 』

②『なやみの種 』『 音の行方 』上映会

①拡張ピアノ奏法コンサート！

ダイバーシティ人権政策課からのお知らせ

第1・第3木曜　14:00～16:00  市女性センター　
市内在住・在勤の女性　各回10人

8月6日（土）10:00～16:00　金沢勤労者プラザ
市内在住・在勤・在学の女性　詳しくは、

8月28日（日）14:00～16:00　教育プラザ富樫
市内在住、在勤のDVや虐待など経験した母子　10組
①③NPO法人WEKプロジェクト　☎255-7582（申込み順、③8/20締切）
②石川県労働者福祉協議会　☎231-1737
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

石川労福協 検索

②女性のための安心生活相談会

③傷ついたあなたへ～機能不全家庭の影響を考える～

①「ふぇみカフェ」
金沢子ども科学財団の催し

8/24（水）9:30～12:00 　小学5年生～中学生 12人

9/3（土）9:30～11:00　小学5年生～中学生　12人 

9/3（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
①グローバルマイクロニクス金沢工場、②③金沢子ども科学財団
HPから申込み　詳しくは、
金沢子ども科学財団　☎221-2061

（①8/15締切、②8/23締切、③8/24締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

①おもしろ実験・観察教室　特別講座「赤外線センサって何？」

②おもしろ実験・観察教室　特別講座「摩擦の科学×謎解き」

③子ども科学スタジオ「けんびきょうで見る世界」

労働相談窓口のご案内
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

金沢健康福祉財団　非常勤看護師募集
試験日：8月23日（火）　9:30～11:30
看護師資格および普通自動車免許（AT限定可）をお持ちの方
詳しくは、
金沢健康福祉財団　☎260-0071（8月16日必着）

金沢健康福祉財団 検索

会計年度任用職員　 募集
①身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健
　福祉手帳をお持ちの方　4人
②弁護士資格を有する方　1人
詳しくは、
人事課（第一本庁舎4階）　☎220-2079（①8月30日締切）

金沢市　会計年度　採用試験 検索

社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する方など　1人
応募資格など詳しくは、
子育て支援課　☎220-2285（8月9日必着）

金沢市　子育て支援課 検索

子どもソーシャルワーカー
会計年度任用職員募集（9月採用）

金沢市　職員採用 検索

金沢市職員採用候補者試験   受付開始

詳しくは、
インターネットによる申込み（電子申請）
人事課（第一本庁舎4階）　☎220-2079（8月30日締切）

試験区分

事　務

土　木

建　築

受験資格（ほかに要件があります）採用予定

H13.4.2～H17.4.1に生まれた方

消防士 5人程度

1人程度

1人程度

5人程度

◆短大・高校卒業程度　1次試験9/25（日）ほか

試験区分

事　務

受験資格（ほかに要件があります）採用予定

S58.4.2～H17.4.1に生まれ、
身体障害者手帳、療育手帳または
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

1人程度

◆障害のある方　1次試験9/24（土）および25（日）

試験区分

事　務

受験資格（ほかに要件があります）採用予定

S48.4.2～S62.4.1に生まれた方1人程度

◆中途採用者（就職氷河期世代）　1次試験9/25（日）

クラフトプラザ香林坊　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　 月額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、
クラフト政策推進課　☎220-2373（8月31日必着）

クラフトプラザ香林坊 検索

詳しくは、
文化財保護課　☎220-2469（8月18日締切）

検索金沢市　パブリックコメント

金沢市文化財保護条例　一部改正（案）
パブリックコメント募集

市民相談室（第一本庁舎2階）　☎220-2222

法律相談は、8月12日（金）～17日（水）の間
お休みします



金沢農業大学校研修生

野菜づくりを学び、農業経営をはじめたい方のための研修です。

実習を中心とした2年間の研修で野菜の栽培技術などを学びます。

研修修了後は、営農計画に応じた就農支援制度があります。

 開 始募 集 ！

令和5年２月１日現在18歳以上65歳以下の
方で、研修修了後、金沢市内で就農できる方

対 象

第18期生　15人程度募集人数

来年２月から２年間研修期間

市農業センター、生産者の圃場、市場など研修場所

週2回の基本研修
（１年目:火・金曜、２年目:月・木曜の午前３時間程度）
経営力向上研修、里親農家研修など

研修内容

書類および面接

12月3日(土)

選 考

締 切

無料（教材費、傷害保険料の一部は実費負担）受 講 料

12月下旬までに、選考結果を郵送にて通知結果の通知

「金沢農業大学校研修申込書」を
市農業センターへ提出（郵送・電子メール可）

申 込 み

面 接 日

11月18日(金)必着

研修申込書・募集要項はこちら

☎249-2744　FAX249-4470        noudai@city.kanazawa.ishikawa.jp

【申込み・問い合わせ先】 市農業センター　〒920-0371　下安原町東1471

北陸鉄道石川線各駅から香林坊バス停までの移動に便利でお得なきっぷが「のりまっし金沢」で購入できます。

石川線各駅～香林坊の乗継利用がお得に、スムーズになりました！

【問い合わせ先】交通政策課　☎220-2038　FAX220-2048

メリット 購入可能なデジタル乗車券（乗り降り自由）

・チケットレスで８時間乗り降り自由

・普通運賃より最大３割お得

・渋滞の影響を受けにくくスピーディー

・野町駅～香林坊の接続バスは１日33本（平日）

石川線－香林坊マル得乗継きっぷ　

※表示区間は一例です

▷香林坊⇔押野駅～野々市工大前駅　660円（こども330円）

▷香林坊⇔陽羽里駅～鶴来駅　　　1,000円（こども500円）

毎週火曜日掲載 令和4年8月9日

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

金沢市役所（〒920-8577　広坂１-１-１）
広報広聴課

凡  例 日時 場所 内容対象者 費用（記載の無いもの無料） 問い合わせ先 要申込み

　詳しくは
こちらから

市の情報をネットで！
● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢 検索

@CityofKanazawa 検索

「のりまっし金沢」では、バスの金沢市内１日フリー乗車券や鉄道線各種フリー乗車券も
購入可能なほか、イベント情報やクーポン情報も提供しています。　　　　　　　　 「のりまっし金沢」はこちら▶

新型コロナワクチン4回目接種のお知らせ
接種券は、3回目を接種した日から概ね5カ月経過後に発送します。

[例] 3回目接種日が3月10日～16日の場合 ⇒ 8月12日発送（15日配達開始）

【問い合わせ先】(平日9:00～17:45)

金沢市コロナワクチンコールセンター　 ☎213-5670
金沢市ワクチン接種券・証明書ダイヤル ☎201-8315

〈接 種 予 約〉
〈接 種 券 交 付 〉

接種券が届きましたら
できるだけ速やかに
接種してください。

金沢市　ワクチン接種 検索
詳しくは、

キゴ山星と音楽のつどい
8/20(土)、27(土) 18:15～20:30、19:00～21:15
6歳以上の方　各回50人　※雨天中止
詳しくは、
キゴ山ふれあい研修センター　☎229-1141
(8:30～受付、申込み順)

銀河の里キゴ山イベント情報 検索

【問い合わせ先】金沢芸術創造財団　☎223-9898

金沢芸術創造財団

LINE公式アカウントはじめました！
友だち追加はこちらから▶▶

金沢市　交通政策 検索

9月17日（土）10:10～15:30　市役所庁舎前広場
7グループ21人（1グループ最大3人） ※年長児以上
申込み方法など詳しくは、
交通政策課　☎220-2038（申込み順）

自動運転車両試乗体験　参加者募集
実際に乗って最新技術を体験しよう！（全7回）

金沢市勢要覧 検索

【問い合わせ先】広報広聴課　☎220-2033　FAX220-2030

こちらからご覧ください▶▶

令和4年度版金沢市勢要覧を刊行しました

今年度予算の重点施策、統計データなどを写真や
グラフを用いてわかりやすく紹介しています。

空き家の相談をひきうけます
空き家の管理・活用などでお困りの方はぜひご相談ください
住宅政策課　☎220-2137

あすなろ青春文学賞 作品募集　火曜休み

募集期間：9/1（木）～12/20（火）
県内在住、在勤、在学の中学生～20歳の方
詩部門、短編小説部門　詳しくは、
金沢文芸館　☎263-2444

あすなろ青春文学賞 検索

下記の文化施設は8月15日（月）も開館します
中村記念美術館、金沢ふるさと偉人館、鈴木大拙館、
金沢くらしの博物館、金沢21世紀美術館、金沢能楽美術館、
前田土佐守家資料館、金沢市老舗記念館、谷口吉郎･
吉生記念金沢建築館　※8月16日（火）は閉館します
金沢文化振興財団　☎220-2190
金沢芸術創造財団　☎223-9888

ジュニアスキルアップテニス教室　受講生募集
月曜 17:30～19:00　東金沢スポーツ広場 
小・中学生　1,560円／回
市スポーツ事業団　☎247-9019

男女が共に学び合う町会リーダーセミナー
9月3日（土）10:00～12:30　市ものづくり会館　10人
金沢市電子申請サービスまたは電話、FAXで申込み
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095（8/19締切、申込み順）

金沢健康福祉財団の催し

8/16(火)、18(木）14:00～　まちなかパソコンサロン
60歳以上の市民（2回とも参加できる方）  5人程度 

9/5(月)、6(火)10:30～12:00  金沢健康プラザ大手町
市民  各10人　600円

8/22（月）、26（金）10:00～11:00　千寿閣　
65歳以上の市民　各回5人　100円

8/29（月）14:00～15:00  Zoomによる配信
詳しくは、
金沢健康福祉財団　☎222-0102（①～③申込み順）

金沢健康福祉財団 検索

①シニア向けスマートフォン活用講座（全2回）

②ヘルシークッキング「減塩のコツを学ぼう！」（全2回）

～元気に長生き！新しい生活様式のフレイル予防～
③Zoomで繋がろう（フレイル予防の講話、Zoomの使い方紹介）

④Zoomで学ぼう（指導員によるフレイル予防の講話、実技）

金沢市育英会　奨学生を追加募集します
県内高校および特別支援学校高等部の在学生 ※ほかに要件あり
奨学金：10,000円/月（返済不要）
募集人数：学業部門30人程度、文化・スポーツ活動部門40人程度
申込み方法など詳しくは、
子育て支援課　☎220-2285

金沢市育英会 検索

とむろキッズ 検索

とむろキッズの森リユース市
9月14日（水）10:00～12:45
戸室リサイクルプラザ　市民100組
申込みは、金沢市電子申請サービスで
ごみ減量推進課　☎220-2302（8/26必着、多数時抽選）

「夢二人形」ワークショップ(全2回)  火曜休み

9月10日（土）13:00～16:30、17(土)10:00～16:30
2回とも参加できる方　5人　材料費1,000円と観覧料310円（初回のみ）
金沢湯涌夢二館　☎235-1112（8月10日9:30～受付、申込み順）

朝日光男作品展─茅葺民家、宿場町を歩く─　火曜休み

8月29日（月）10:00～17:00
金沢湯涌創作の森　☎235-1116

チャレンジ！手づくり絵本！～まめえほんを作ろう～
8月28日（日）10:30～11:30　
5歳以上（小学2年生以下は保護者同伴）　10人
泉野図書館　☎280-2345（9:00～受付、申込み順）

キゴ山ふれあい研修センターの催し

9/3(土)9:30～11:30　小学4～6年生と保護者　7組
プラネタリウム観覧、電波教室（講義・実験・ラジオ工作）

9/17（土）～18(日) 小中学生と保護者 12家族40人 2500円/人
②は、はがきにイベント名、住所、氏名(ふりがな)、電話
番号、学年・年齢・性別(保険のため)を明記
〒920-1141 平等本町カ13-1　キゴ山ふれあい研修センター ☎229-1141

（①8:30～受付、申込み順、②8月27日必着、多数時抽選）

①親子でぷらっとサイエンス！ ～宇宙と電波～

②キゴ山親子自然体験塾・秋

8月27日（土）19:00～20:00　25人　1,000円
鈴木大拙館　☎221-8011（申込み順）

金沢ナイトミュージアム「ハモンドオルガンの調べ 」

9月23日（金）18:00～19:30　25人　観覧料310円
徳田秋聲記念館　☎251-4300（8/13～受付、申込み順）

金沢ナイトミュージアム
久米正雄没後70年記念　朗読会「マギー」

8月26日（金）、9月9日（金）10:00～12:00
金沢勤労者プラザ405研修室　各回20人　
電話または専用のWEBサイトから申込み

（株）アイ・アイ・ピー金沢　☎237-3925
労働政策課　☎220-2199

働きたい女性就職活動応援プロジェクト
「 キャリア応援セミナー」参加者募集

中村記念美術館の催し

8月13日（土）14:00～14:50　観覧料310円

9月17日（土）14:00～15:00　40人 1,000円
中村記念美術館　☎221-0751（②申込み順）

①「時代を映すひとびとの姿～≪竹取物語絵巻≫一挙公開～」ギャラリートーク

②「和室でコンサート」～フルートとクラリネット 秋のハーモニー～

特別障害者手当、福祉手当、特別児童扶養手当は
年1回の現況届の提出が必要です（8/12～受付）

障害福祉課　☎220-2289　FAX232-0294（9/12締切）

金沢市市民活動サポートセンター運営会議　委員募集
任期：2年間（R6.9.30まで） 市内在住、在勤、在学の18歳以上の方 2人
詳しくは、
市民活動サポートセンター　☎225-7763(9月2日必着)

金沢市　市民活動サポートセンター 検索

金沢市職員採用候補者試験　受付中
①短大・高校卒業程度（事務・土木・建築・消防士）
②障害のある方(事務)
③中途採用者（就職氷河期世代）(事務)
④看護師（2回目） 
詳しくは、
人事課　☎220-2079

（①～③8月30日17:00締切、④8月22日17:00締切）

金沢市　職員採用 検索

金沢子ども科学財団の催し

9月10日（土）9:30～11:30 小学3年生 12人 300円

9月10日（土）10:30～12:00、14:00～15:30
キゴ山ビジターハウス周辺（俵町テ甲18）
年長児～小学2年生と保護者 各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　☎221-2061（①8/30締切、②8/31締切、多数時抽選）

検索金沢子ども科学財団

①おもしろ実験・観察教室
　「魔法の水で遊ぼう～魔法の水でカラフルタワー作り～」

②子ども科学スタジオ「身のまわりのコンチュウしらべ」

オリジナルの風呂敷を作ろう
8月21日（日）9:30～、13:30～  小学生以上　各回8人
材料費1,000円と観覧料310円
金沢くらしの博物館　☎222-5740（申込み順）

金沢芸術創造財団の催し

9/10～19の土日祝日19:00～　karch(片町1-1-31)  各10人  12,000円

9/18（日）13:30～、16:00～　大手町洋館(大手町5-36)  各30人  2,500円
申込み方法など詳しくは、
金沢芸術創造財団　☎223-9898（申込み順）

金沢ナイトミュージアム 検索

①食べる現代美術！Feasting Wild（全5回）

②洋館で江戸川乱歩の朗読ライブ×バンドネオン×トイピアノ

金沢ナイトミュージアム2022

竹で作るアート制作（全2回）
8/20(土)、21(日)13:00～16:00　10歳以上（未成年は保護者同伴）  各10人
湯涌地区　詳しくは、
メールで申込み　　kanazawaza@gmail.com
森林再生課　☎220-2217（8月16日締切、申込み順）

kanazaWAZA研究所 検索



起業家や子どもたちが運営する個性的な屋台が校庭に
ずらりと並び、創造館の活動に触れていただけます。

５台のフードトラックが食で夏祭りを盛り上げます。

多くの人と繋がるほど明るくなるLED提灯で、
夏祭りの灯りをみんなでつくります。

金沢未来のまち創造館開館１周年記念金沢未来のまち創造館開館１周年記念

のまちサマーフェスティバルのまちサマーフェスティバルのまちサマーフェスティバル
「わくわくする未来は、つくれる」をテーマに、未来への価値創造に向けた事業活動を展開してい
る金沢未来のまち創造館の開館１周年を記念し、創造館で活動する起業家や子どもたちと市民
の皆さんが交流を深めるイベントを開催します。

８月28日（日）16:00～20:00 校庭（雨天時は体育館で開催）会場

屋　台

フードトラック

提灯イベント
誰でもDJ体験ができるDJブースが、
のまちJAMを音楽でさらに盛り上げます。DJブース

８月26日（金）～28日（日） ３階 創作・工作スタジオ会場

～森の奥のカレー屋さん～  SPICE FOREST

子どもたちが何度も躓き、失敗しながら辿り着いた「究極のカレー」とは？

「究極のカレー」プロジェクトの1年間の探求成果を発表する場として、3日間限定で

カレーレストランをオープンします。
※参加はSNSでの事前予約制となります。（8月20日(土)より受付開始）

８月26日（金）14:00～17:00 ２階コワーキングスペースほか会場

アントレプレナーズ フェス ～起業家と学生の集い～

創造館で活動する起業家たちはなぜ挑戦する道を選んだのか。彼らの思い描く未来とは？

これからの未来を担う高校生・大学生が彼らの挑戦に迫るとともに、創造館が学生にとって

より魅力的な場所になるためのアイデアについて語り合います。
※参加はSNSでの事前予約制となります。

【問い合わせ先】 金沢未来のまち創造館（野町3-11-1）　☎280-3115   FAX280-3116

のまちJAM～ともに奏で、ともに灯し、ともにつくる夏祭り～

金沢未来のまち創造館 検索
詳しくは、

駐車場の台数に限りがあります

ので、公共交通機関でのご来場

にご協力ください。

毎週火曜日掲載 令和4年8月16日

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

金沢市役所（〒920-8577　広坂１-１-１）
広報広聴課

凡  例 日時 場所 内容対象者 費用（記載の無いもの無料） 問い合わせ先 要申込み

　詳しくは
こちらから

市の情報をネットで！
● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢 検索

@CityofKanazawa 検索

新型コロナワクチン4回目接種のお知らせ
接種券は、3回目を接種した日から概ね5カ月経過後に発送します。

[例] 3回目接種日が3月17日～23日の場合 ⇒ 8月18日発送（22日配達開始）

接種券が届きましたら
できるだけ速やかに
接種してください。

【問い合わせ先】(平日9:00～17:45)

金沢市コロナワクチンコールセンター　 ☎213-5670
金沢市ワクチン接種券・証明書ダイヤル ☎201-8315

〈接 種 予 約〉
〈接 種 券 交 付 〉 金沢市　ワクチン接種 検索

詳しくは、

３年ぶり11回目の開催。金沢のまちなかに歌声があふれる２日間。

金沢市内中心部のべ10会場にて総勢約110組のアカペラ
グループが魅惑の歌声を披露。
さあ、金沢のまちを歩きながら、自分だけのアカペラライブを
楽しみましょう。

１７:30～２０:３０　石川県文教会館
金沢アカペラ・コンクール2022

【問い合わせ先】 金沢アカペラ・タウン実行委員会　☎090-８２６０-６５７８　文化政策課　FAX220-2069

【アマチュア】 約11０グループ

【ゲスト】 Chicken Garlic Steak、Queen's Tears Honey
出 

演

８月２0日（土）

金沢市役所庁舎前広場、香林坊アトリオ広場、片町きらら広場、
金沢学生のまち市民交流館、竪町広場

ストリートステージ　１１:００～１８:３０ 無料

無料

金沢市役所庁舎前広場、香林坊アトリオ広場、片町きらら広場、
金沢学生のまち市民交流館、竪町広場

ストリートステージ　１１:００～１6:３０

８月２1日（日）

無料

しいのき緑地特設ステージ

ファイナルステージ　１７:００～２０:００

無料

令和５年1月15日(日) 13:00～17:00  金沢市アートホール  12組
申込み方法など詳しくは、
金沢芸術創造財団　☎223-9898 (9/30必着、多数時抽選)

金沢芸術創造財団 検索

あなたもアートホールで演奏しませんか？
「 市民アンサンブルの日 」出演者募集！

金沢里山工房交流会展「 金沢里山のＫＯＧＥＩ」
8月17日(水)～21日(日)、23日(火)～28日(日)
11:00～17:00（最終日は16:00まで）
金沢・クラフト広坂
クラフト政策推進課　☎220-2373

デートＤＶを楽しく学び予防するために
9月23日(金) 13:30～15:30 　教育プラザ富樫
市内在住、在勤、在学の社会人、学生　40人
CAPいしかわ　 capishikawa@yahoo.co.jp
FAX 242-8274  (9/16締切、申込み順、託児申込みは9/8締切)
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

バランスボール教室
9月18日(日) 10:00～12:00  県女性センター
市内在住の母子家庭の親子または保護者(5歳以上)　10人
市母子寡婦福祉連合会　☎224-3417 (9/2締切、多数時抽選)

子ども科学スタジオ 「 葉っぱのひみつ 」
9月17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　100円
申込み方法など詳しくは、
金沢子ども科学財団　☎221-2061 (9/7締切、多数時抽選)

金沢子ども科学財団 検索

ワールドクッキング教室 ～スロバキア家庭料理～
9月8日(木) 10:30～13:30   近江町ふれあい館
高校生以上　12人　1,200円
往復はがきまたはメールに住所、氏名、電話番号、講座名を明記
〒920-0853 本町1-5-3 リファーレ2階
金沢国際交流財団　☎220-2522　 kief@kief.jp

（8月25日必着、多数時抽選）

グローバル人材育成セミナー
9月7日(水) 10:00～16:00 日本人大学生、留学生 20人
メールに住所、氏名、電話番号、大学名、学年、出身国を明記      kokusai@city.kanazawa.lg.jp
国際交流課　☎220-2075（8月31日締切、申込み順）

「 頑張りすぎる女性へおくるラク家事セミナー」( 全2回)
9月15日～22日の木曜　 10:00～12:00　
市内在住または在勤の女性　15人  
申込み方法など詳しくは、
市女性センター　☎223-1265（申込み順、託児申込みは8/31締切）

金沢市女性センター 検索

9月10日(土) 19:00～19:45  40人　入園料310円
金沢湯涌江戸村　☎235-1267（8/17～受付、申込み順）

金沢ナイトミュージアム2022
お月見の夕べコンサート　　　　　   火曜休み

9月3日(土) 18:00～19:00    60人　500円
安江金箔工芸館　☎251-8950(8/17～受付、申込み順)

金沢ナイトミュージアム【きらめきコンサート】
フランスピアノ音楽に満たされて     火曜休み

9月10日(土) 18:30～19:30    30人　500円
金沢文芸館　☎263-2444(8/17～受付、申込み順)

金沢ナイトミュージアム2022
朗読「廓のおんな」        　　　　   火曜休み

「働きたい女性就職活動応援事業 」 参加企業募集
企業向けセミナー　9月15日(木)　金沢勤労者プラザ
マッチング交流会　9月27日(火)　県地場産業振興センター
申込み方法など詳しくは、
アイ・アイ・ピー金沢　☎237-3925
労働政策課　☎220-2199

金沢市はたらくサイト 検索

対象期間：令和5年10月3日(火)～令和6年3月31日(日)
所定の申請書を持参または郵送
※希望が重複した場合は利用期間等を調整
〒920-8509 広坂1-2-1 　金沢21世紀美術館
☎220-2800 (9/1～受付、9/14必着)

令和５年度下期　金沢21世紀美術館
市民ギャラリー利用予約受付

湯涌みどりの里　そば打ち体験教室
8月20日～28日の土日 9:30～16:00
市内在住の方　2,000円/組(2～4人/組)
金沢湯涌みどりの里　☎235-8033（火曜休み）

金沢の景観 検索

かなざわ景観協力賞を募集しています

申込み方法など詳しくは、
景観政策課　☎220-2364 (10月14日締切)

ＬＧＢＴ相談を行います
8月25日(木) 14:00～14:50、15:00～15:50
市内在住の方　公認心理師による相談
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095(申込み順)

マイナンバーカード交付臨時窓口を開設します
8月20日(土)、9月4日(日) 9:00～17:00
市民課(第一本庁舎１階)　☎220-2150

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を支援します
8月20日(土) 9:00～17:00
金沢市国民健康保険被保険者ほか
医療保険課(第一本庁舎１階)　☎220-2255

展示期間：10月８日(土)～10日(月)
絵画、彫刻、書、手芸、工芸など
市立病院事務局　☎245-2600 (9月9日締切)

「 病院が美術館になる日 」
 ホスピタル・ギャラリー作品募集

手づくり工作教室「 牛乳パックで貯金箱作り」
8月20日(土) 10:30～16:00　（15:00まで受付）
材料がなくなり次第、終了
千寿閣　☎222-0008

回数日程

49/3～24の土曜

19/28の水曜

19/29の木曜

講座名

パソコン教室　受講生募集

① パワーポイント入門

② スマホでグーグルマップ

③ かんたん！ズーム

10:00～12:00　　各7人（3人以上で開講）
①③パソコン操作できる方、②スマホまたはタブレット持参
①6,400円＋テキスト代、②③1,600円
市シルバー人材センター　☎222-2411（8月23日締切、申込み順）

市スポーツ事業団からのお知らせ

9/7～11/16の水曜　16:30～17:30(9/28、10/26除く)
市営球技場(富樫3-8-10)　※雨天時は市総合体育館
年長～小学生　6,300円

9/9～10/25の火曜、金曜　19:30～20:45 (9/23除く)
稲置学園総合運動場 18歳以上の方　35人　9,500円
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　☎247-9019

かなざわスポーツねっと 検索

①短期ラグビーアカデミー参加者募集（全９回）

②目指せ金沢マラソンで自己記録更新！
ナイトラン教室2022 中・上級者コース参加者募集（全13回）



テレビ広報

◆いいね金沢（北陸放送）
　８月27日（土）17:15～17:30 
　「のりまっし金沢　
　～石川線―香林坊マル得乗り継ぎきっぷ～」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch） 
　「 芸術文化をもっと身近に！
　　　　　　　　　金沢ナイトミュージアム」

【問い合わせ先】危機管理課　☎220-2366  FAX233-9999　消防局警防課　☎280-3094  FAX280-0020

8月２8日(日)実施日市民防 災訓練
参加することが、地域防災力を高めます！参加することが、地域防災力を高めます！

○金沢に大規模な地震が発生したという想定で訓練を行います

○地域住民（自主防災組織）が訓練を企画・運営し、市と協働で実施します

○訓練校下地区となっている住民の方の積極的な参加をお願いします

校
下
地
区

内
　
　
容

○材木地区　７：3０～
　（主会場　旧材木町小学校・兼六小学校・杜の里小学校）

○森山校下　８：３０～（主会場　森山町小学校）

○富樫校下　８：３０～（主会場　富樫小学校）

◆まちなか訓練
　何より命を守ることが大切です。町会ごとに近くの公園などに
避難し、住民の安否や被害状況の確認などの訓練を行います。
◆避難所運営訓練
　小学校などに自主防災組織本部を設置し、避難してきた住民と
居住空間の設営や応急給水訓練、炊き出し訓練などを行います。

毎週火曜日掲載 令和4年8月23日

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

金沢市役所（〒920-8577　広坂１-１-１）
広報広聴課

凡  例 日時 場所 内容対象者 費用（記載の無いもの無料） 問い合わせ先 要申込み

　詳しくは
こちらから

市の情報をネットで！
● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢 検索

@CityofKanazawa 検索

新型コロナワクチン4回目接種のお知らせ
60歳以上などの対象となる方の接種券は、3回目を接種した日から概ね5カ月経過後に発送します。

[例] 3回目接種日が3月24日～30日の場合 ⇒ 8月25日発送（29日配達開始）

接種券が届きましたら
できるだけ速やかに
接種してください。

【問い合わせ先】(平日9:00～17:45)

金沢市コロナワクチンコールセンター　 ☎213-5670
金沢市ワクチン接種券・証明書ダイヤル ☎201-8315

〈接 種 予 約〉
〈接 種 券 交 付 〉 金沢市　ワクチン接種 検索

詳しくは、

9月の人権相談
2日（金）第一本庁舎2階　13:00～15:00
7日（水）三和公民館、14日（水）西南部公民館、
22日（木）小坂公民館　13:00～16:00
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

こどもすくすくウィーク(保育所など施設見学会)
9/5(月)～16(金)※開催日時は施設により異なります
未就園児とその保護者
市内の保育所および認定こども園の施設見学会
ホームページなどで受け入れ可能日時を確認のうえ、
各施設に電話で申込み(申込み順)
保育幼稚園課　☎220-2299

近江町交流プラザ　無料体験プログラム

近江町交流プラザ　☎260-6722(申込み順)

日時 定員プログラム

① 俳句を楽しみましょう 9/3（土）10:00～12:00 10人

② ハワイアンフラダンス 9/3（土）13:30～14:30 10人

③ パッチワーク 9/9（金）13:00～15:00 10人

④ すこやか体操 9/17（土）10:00～11:00 15人

⑤ 太極拳 9/20（火）14:00～15:00 20人

⑥ 股関節のストレッチ 9/23（金）14:00～16:00 15人

⑦ 自彊術健康体操 9/27（火）14:00～15:00 15人

「 Music Restaurant 」ランチタイムコンサート
 トランペットとチューバの輝き

8/26(金)12:20～12:50　第二本庁舎エントランスホール
出演:平野愛美（トランペット）､上森菜未(チューバ)､
谷崎愛子(ピアノ)
金沢芸術創造財団　☎223-9898

かなざわのわ 検索

かなざわのわフォトプロジェクト
「 金沢写真部 」第3期メンバー募集中！

市内在住、在勤、在学の方
申込み方法など詳しくは、
広報広聴課　☎220-2033(8月31日締切)

金沢文化振興財団　学芸員募集（来年4月採用）
勤務地:安江金箔工芸館、谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
学芸員各1人　詳しくは、
金沢文化振興財団　☎220-2190（10月11日　17:00必着）

金沢文化振興財団 検索

金沢市行政経営プランに対する市民提案を募集します
市内在住、在勤、在学の方
詳しくは、
デジタル行政戦略課　☎220-2028(9月22日消印有効)

金沢市行政改革市民提案 検索

金沢卯辰山工芸工房　専門員募集（来年4月採用）
金工工房専門員、ガラス工房専門員　各1人
詳しくは、
金沢芸術創造財団　☎223-9888（10月18日必着）

金沢芸術創造財団 検索

個人市・県民税の第2期の納期限は8月31日（水）です
市民税課　☎220-2161

市税の休日・夜間納付相談窓口を開設します
8月25日（木）17:45～20:00、28日（日）9:00～17:30
税務課（第一本庁舎2階）　☎220-2171・2172・2173

8月26日（金）～9月1日（木）は
全国一斉「 子どもの人権110番 」強化週間です

全国共通人権相談ダイヤル　　0120-007-110
受付時間【平日】8:30～19:00【土日】10:00～17:00
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

金沢文芸館
☎263-2444（8/24～
受付、申込み順、火曜休み）

「大根オーナー制度」参加者募集！（全3回）
詳しくは、

キッズテニス
市総合体育館　年中～年長児　3,050円/月

企画展
「いきもののそとみとたからものばこのなかみ」

夢二の「東京災難画信」展
観覧料310円　

伝統工芸実演＜和傘＞ 
入園料310円　　※昼頃1時間休憩あり

①バルーンアート教室
20人　※材料がなくなり次第終了

②季節の寄せ植え教室
市民12人　2,000円/人

企画展ギャラリートーク
「中西悟堂　まぼろしの野鳥図鑑」
観覧料310円

SP盤鑑賞会「時代を飾った歌物語」
33人　観覧料310円

展示替えのため8/29(月)～9/2(金)まで休館します

SP盤鑑賞会「音盤の記憶」
33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」
33人　500円

①朔太郎・犀星朗読会「二魂一体」　
　抒情詩の世界へようこそ！
20人　観覧料310円

外国人母子保健通訳セミナー
「母子保健通訳の役割を考える」
県国際交流センター　18歳以上の方20人

詳しくは、

伝承文芸講座（全3回）
～金沢の昔話と伝説をたずねて～
20人※1回のみの参加可　観覧料100円/回

金沢農業大学校
「オープンキャンパス」参加者募集
入校希望者　各回16人
詳しくは、

子ども科学スタジオ
「アメリカセンダングサで染めよう」

年長児～小学2年生と保護者 各16組(2人1組)
100円 

「和室でコンサート」
～バンドネオンとサクソフォンの世界～
40人　1,000円（茶菓券付） 

協働のまちづくりファシリテーター講座
受講生募集（全3回）
金沢学生のまち市民交流館
市内在住、在勤で全3回参加できる方　30人 

ボッチャ交流大会
市総合体育館　一般の部30組、
小学生・ファミリーの部24組　※3人/組

詳しくは、

おもしろ野外活動2022
「白山手取川ジオパークで化石発掘探検」
白山恐竜パーク白峰など
小学4年生～中学生　20人　300円

10/1（土）～２（日）に開催を予定していた
娚杉少年の森　秋の親子キャンプは、
施設進入路の林道が通行止めのため、
中止とします

②神社で津軽三味線ライブ
石浦神社　各回40人　一般1,500円

③ライブインスタレーション
   Re:ving record
大手町洋館（大手町5-36）
各回15人　一般2,000円

市民活動サポートセンター
☎225-7763

（9/16締切、
多数時抽選）

金沢蓄音器館
☎232-3066

（8/24 10:00～受付、
申込み順、火曜休み）

①室生犀星記念館
☎245-1108

（8/27　9:30～受付、
申込み順）

中村記念美術館
☎221-0751
(申込み順)

市スポーツ事業団
☎247ｰ9019

（10/16締切）

長土塀青少年交流センター
☎220-2102

金沢ふるさと偉人館
☎220-2474

農業水産振興課
☎220-2213（8/30必着）

市農業センター
☎249-2744

（開催日の3日前
締切、申込み順）

金沢子ども科学財団
☎221-2061

（9/14締切、
多数時抽選）
HPから申込み
詳しくは、

市スポーツ事業団
☎247ｰ9019

金沢・クラフト広坂
☎265-3320

金沢湯涌夢二館
☎235-1112（火曜休み）

金沢湯涌江戸村
☎235-1267(火曜休み)

金沢くらしの博物館
☎222-5740

②③金沢芸術創造財団
☎223-9898

8/28（日）
13:30～14:00

9/10（土）
14:30～

9/17（土）
14:30～

9/17（土）
18:30～

9/10(土)
18:00～

9/19（月）
16:00～、19:00～

9/23（金）
14:00～、16:30～

24（土）11:00～、
14:00～、16:30～

25（日）
11:00～、14:00～

9月～12月
※初回9/4（日）

9/17（土）
13:30～15:30

9/18、10/23、
11/27の日曜
14:00～15:30

9/24（土）
12:30～17:00

10/7、21、
11/25の金曜
19:00～20:30

10/1日（土）
14:00～15:00

10/23（日）
10:00～15:00

千寿閣
☎222-0008

（②9:00～受付、
　　　申込み順）　

キッズサッカー
市総合体育館　年中～年長児　3,400円/月

月曜
15:15～16:15

木曜
15:15～16:15

9/19(月)まで
10:00～18:00

8/27(土)
　　～9/4(日)　

8/27(土)
10:00～17:00

8/27(土）
10:30～14:30

8/28(日）
10:30～12:30

日時 内容 場所・問い合わせ先

日時 内容 場所・問い合わせ先

金沢子ども科学財団 検索

かなざわスポーツねっと 検索

金沢ナイトミュージアム

検索

金沢国際交流財団 検索

金沢農業大学校 検索

湯涌みどりの里 大根オーナー 検索

9/23(金)、
10/9（日）
9:00～12:00

9/24（土）
10:30～12:00、
14:00～15:30

金沢国際交流財団
☎220-2522
    kief@kief.jp

（9/5必着、多数時抽選）

幼児のスポーツ教室　受講生募集

金沢ナイトミュージアム2022

申込み方法など詳しくは、

建物の安全点検を
実施しましょう

木造住宅耐震セミナー＆相談会の
参加者を募集します

【問い合わせ先】建築指導課　☎220-2059   FAX220-2134

9月4日(日)13：30～16：00（13：00～受付）

金沢職人大学校第2実習棟（大和町1-1）

①事業者による耐震事例紹介 

②建築士による個別相談会 

20人(申込み順 参加費無料)

建築指導課 ☎220-2059

日　時

場　所

内　容

定　員

申込み

地震や火災に備え、建物の防火・避

難に関する点検を行い、安全の確保

と適切な維持管理に努めましょう。

エレベーターの
事故を防ぎましょう

所有者は定期点検の実施、安全装置

設置の検討をお願いします。

金沢市　建築トップ 検索※内容など詳しくは、

住まいの耐震化に興味のある方へ、ライフスタイルに合わせた

耐震改修事例を紹介します！



【問い合わせ先】　健康政策課　�220-2233　FAX220-2231

助成内容

対 象 者

申請方法

助成対象回数：最大３回まで（定期接種と任意接種を合わせて３回を超えないこと）

助成額：実費に相当する額（１回当たり16,590円が上限となります）

以下(1)～(3)の全てに当てはまる方

(1)平成９年４月２日から平成17年４月１日までの間に生まれた女子

(2)令和４年４月１日時点で金沢市に住民登録がある方

(3)定期接種の対象年齢（小学６年生～高校１年生相当）を過ぎてから、定期接種の対象

　 ワクチン（サーバリックスおよびガーダシル）を国内の医療機関において自費で受けた方

郵送または持参により申請（締切：令和７年３月31日まで）

申請方法・ご不明な点などにつきましては、市公式ホームページを

ご確認いただくか、健康政策課にお問い合わせください。

市公式HP：HPVワクチン（子宮頸がん予防ワクチン）任意接種償還払い制度について ➡

※定期接種の対象となっていないシルガード９（９価ワクチン）については対象外です

過去にＨＰＶワクチンを任意で接種された方に対して、過去にＨＰＶワクチンを任意で接種された方に対して、
その費用を助成する制度を新たに開始しますその費用を助成する制度を新たに開始します

過去にＨＰＶワクチンを任意で接種された方に対して、過去にＨＰＶワクチンを任意で接種された方に対して、
その費用を助成する制度を新たに開始しますその費用を助成する制度を新たに開始します

過去にＨＰＶワクチンを任意で接種された方に対して、
その費用を助成する制度を新たに開始します

対象治療

先進不妊治療費助成 その他不妊治療費助成

助成額

助成期間
・回数

対象者

申請期限

申請窓口

申請日において両者または一方が金沢市に住民登録のある夫婦（事実婚の方を含む）

治療終了日の翌月から２年以内

健康政策課、泉野福祉健康センター、元町福祉健康センター、駅西福祉健康センター

不妊治療については、令和４年度より一部の治療が保険適用となりましたが、保険適用後も

自己負担額が大きいことから、保険適用後の治療費などに対する新たな助成制度を開始します。

令和４年９月１日から申請を受付します。

【問い合わせ先】　健康政策課　�220-2233　FAX220-2231

体外受精・顕微授精が保険適用となる回数に準じる

１回の治療にかかった先進医療費の７割　
上限15万円

先進医療として告示された医療技術

（保険適用となる体外受精・顕微授精と

併せて実施したもの）

自己負担額の2分の1　
上限5万円／年

タイミング療法・薬物療法

手術療法・人工授精

体外受精・顕微授精　など

連続する２年間

工房冬　竹籠展
※最終日は16:00まで

①「律の風　邦楽の夕べ」金沢素囃子と芸妓の舞
第二本庁舎エントランスホール

②金沢ナイトミュージアム　書×ダンスパフォーマンス　此処～ココ～
海月が雲になる日（長町2-6-5) 20人　1,500円

わじまさん家の母と娘のおはなし展
版画工房利用者わじまさんの作品展

特別展「明治大正のファッションと竹久夢二」
観覧料310円

福祉のつどい金沢2022
松ヶ枝福祉館・松ヶ枝緑地（高岡町７－25）

ギャラリートーク「夢二の工芸-染色・刺繍、人形、竹工芸-」
観覧料310円

アートを楽しもう～貼り絵を楽しもう～
市内在住の親子　6組

家族で源助大根を育てよう
市内在住の家族　30組　600円/組　※雨天時講義のみ

①短期ラグビーアカデミー参加者募集（全９回）
市営球技場（富樫3-8-10）　※雨天時は市総合体育館
年長～小学生　6,300円

②子育てママのヨガでリフレッシュ
市総合体育館　生後６カ月～未就学児の母親　※託児あり

③子育てママのリズム運動で産後ケア
市総合体育館　生後６カ月～未就学児の母親　※託児あり

①企画展「語りをつむぐとき」
入館料310円

②金沢ナイトミュージアム「ワンダフルナイト」音楽会
20人　1,000円/人

③思索体験プログラム「朝・思索のすゝ め　上菊編」
30人　300円/人

「和室でコンサート」参加者募集
各40人　1,000円（茶菓券付・観覧料含む）

子ども科学スタジオ
「ストローロケットをつくろう」

年長児～小学2年生と保護者　各1人　各回16組　100円

企画展記念講演
「煙管（きせる）の音-久米正雄と秋聲」
20人　観覧料310円

中村記念美術館
☎221-0751（申込み順）

徳田秋聲記念館
☎251-4300

（9/3～受付、申込み順）

金沢・クラフト広坂
☎265-3320

金沢能楽美術館
☎220-2790

金沢湯涌創作の森
☎235-1116（火曜休み）

金沢くらしの博物館
☎222-5740

福祉のつどい実行委員会
☎231-3725

金沢湯涌夢二館
☎235-1112（火曜休み）

千寿閣
☎222-0008
(申込み順)

市スポーツ事業団
☎247-9019

（②③9/1～受付、
9/10締切、多数時抽選）
詳しくは、

鈴木大拙館
☎221-8011

（③9/1～受付、
　②③申込み順）　

金沢子ども科学財団
☎221-2061

（９/21締切、多数時抽選）

金沢芸術創造財団
☎223-9898

（②申込み順）

10/2（日）
14:00～16:00

10/1日（土）
10:30～12:00
14:00～15:30

9/17(土)、10/1(土)
14:00～15:00

9/17（土）
19:00～20:00

9/8（木）
　～12/4(日)

11/2(水)、16(水)

11/4(金)、25(金)

9/7～11/16の水曜
（9/28、10/26除く）
16:30～17:30

9/4（日）
10:30～12:30

9/4（日）
10:30～

9/4（日）
14:00～14:20

9/4（日）
10:00～15:00

9/3(土)
　～11/20(日)　

9/3(土)～25(日)
10:00～17:00

10/1日（土）
17:30～

9/2（金）
18:20～19:00

8/31(水)～9/11(日）
11:00～17:00

9/25（日）
7:30～8:10

日時 内容 場所・問い合わせ先

かなざわスポーツねっと 検索

◆9月5日(月)～7日(水)は展示替えのため休館します

9月1日（木）～16日（金）は
展示替えおよび燻蒸作業のため休館します

毎週火曜日掲載 令和4年8月30日

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

金沢市役所（〒920-8577　広坂１-１-１）
広報広聴課

凡  例 日時 場所 内容対象者 費用（記載の無いもの無料） 問い合わせ先 要申込み

　詳しくは
こちらから

市の情報をネットで！市の情報をネットで！
● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢 検索

@CityofKanazawa 検索

ラジオ広報

◆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）
　木曜　14：30頃～
◆いいね金沢　耳より情報（ラジオかなざわ）
　月～木曜　16：55頃～

テレビ広報

◆みまっし金沢（石川テレビ）
　９月３日（土）17:25～17:30
　「マイナンバーカード申請窓口拡充」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「食のコミュニティ フードドライブ」（9/1～放送）

就業構造基本調査にご協力をお願いします
９～10月　全国で抽出された一部の世帯
調査員が調査票を持って伺います
調査統計室　�220-2040

工芸のつなぎ手人材育成講座　基礎コース（全８回）
10月８日（土）～12月10日（土）
18歳以上の方　各10人程度　各回1,000円（材料費、入館料別途）
北國新聞文化センター　�260-3535（申込み順）
クラフト政策推進課　�220-2373

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を支援します
９月４日（日）9:00～17:00
金沢市国民健康保険被保険者ほか
医療保険課（第一本庁舎１階）　�220-2255

ひとり親・寡婦の方の無料法律相談
９月25日（日）13:00～16:00
県女性センター　※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）

玉川こどもシアター　手作り紙芝居上演会
9月10日(土)14:00～14:45　幼児～小学生と保護者　15組
玉川こども図書館　�262-0415（当日先着順）

令和４年度金沢市戦没者慰霊式
９月10日（土）14:00～15:30　市文化ホール
福祉政策課　�220-2278

介護認定調査員募集（10月採用 ）
S37.4.2以降に生まれ、介護支援専門員の資格または
介護福祉士の資格をお持ちの方　※他に要件あり
応募方法など詳しくは、
金沢健康福祉財団　�260-0071（９月13日必着）

金沢健康福祉財団 検索

受付期間：9月12日（月）まで
市内に6カ月以上住所を有し納骨する遺骨をお持ちの方
申込み者またはその同一世帯の方が市営墓地使用者でないこと
市民課生活衛生室　�220-2228（多数時抽選）

野田山墓地６区画・奥卯辰山墓地公園６区画
返還墓地貸付募集

学ぼう！フレイル予防

13:30～14:30　泉野福祉健康センター
65歳以上の市民　各回20人程度　50円/人
金沢健康福祉財団　�222-0102（申込み順）

日　程内　容

運動A（運動編） 9/1～29の木曜

栄養編 9/2（金）

お口の機能編 9/14（水）

社会参加編 9/26（月）

運動B（身体活動編） 9/20（火）

緑と花の課からのお知らせ

9月17日（土）13:30～15:00　60人

10月16日（日）10:00～16:00　市内在住の方80人　3,000円/人

10月16日（日）10:00～16:00　30人
緑と花の課　�220-2356

（①9月7日締切、②③9月30日締切、①②多数時抽選、③申込み順）

①緑の相談広場 ～緑と花の市民講座～

②大型寄せ植え制作教室　参加者募集

③寄せ植え作品コンテスト　参加者募集

ダイバーシティ人権政策課からのお知らせ

９月19日（月）13:00～15:00　県女性センター
市内在住・在勤・在学の女性

10月7日（金）、14日（金）　14:00～17:00　オンライン開催（Zoom）
石川中央都市圏（金沢市、白山市、かほく市、野々市
市、津幡町、内灘町）在住・在勤の女性　30人

11月5日（土）13:30～15:30　県女性センター　100人
ダイバーシティ人権政策課　�220-2095

（②9月30日締切、③10月26日締切、②③申込み順）

②「働く女性のためのタイムマネジメントセミナー」参加者募集

①介助犬と生きる平野友明さんの講演会を開催します

③ゴスペルコンサート＆傷ついた心の叫びを募集

労働政策課からのお知らせ

10月25日（火）10:30～、14:00～　金沢勤労者プラザ
市内に事業所のある企業　20社

11月13日（日）10:30～、13:30～　県地場産業振興センター
市内に本支店を有する中小企業　30社
申込み方法など詳しくは、
アイ・アイ・ピー金沢　�237-3925

（①9月6日締切、②9月12日締切、多数時選考）
労働政策課　�220-2199

金沢市はたらくサイト 検索

①「シニアと企業のマッチング交流会」参加企業募集

②「かなざわ就職フェア」参加企業募集

令和４年４月１日以降の不妊治療費を助成します令和４年４月１日以降の不妊治療費を助成します令和４年４月１日以降の不妊治療費を助成します令和４年４月１日以降の不妊治療費を助成します令和４年４月１日以降の不妊治療費を助成します

申請に必要な書類など、詳しくは市公式ホームページをご覧ください。  ➡

犬のしつけ教室受講者募集（ 全３回 ）
講義:10/8（土）10:00～12:00(犬同伴不可)
実習:10/23(日)、11/3(木)10:00～11:30、13:30～15:00
市内で犬を飼育する20歳以上の市民　10人　※ほかに要件あり
応募方法など詳しくは、
市動物愛護管理センター　�258-9070（申込み順）

金沢市　ペットについて 検索

市民公開講座２０２２
10月２日（日）9:00～16:00　1,000円
市内在住、在勤、在学の18歳以上の方　各5人（造園10人）
職人とのものづくり・実習体験
①石工②瓦③左官④造園⑤大工⑥畳⑦建具⑧板金⑨表具
詳しくは、
往復はがきに講座名、住所、氏名（ふりがな）、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
�265-8311（9月12日必着、多数時抽選）

金沢職人大学校 検索

とむろひろば ～かえっこバザール＆エコ工作教室 ～

10月１日（土）10:00～12:00　戸室リサイクルプラザ
②150円/人　
Webまたははがきで申込み
ごみ減量推進課　�220-2302（9月14日必着、多数時抽選）

対象者内容

かえっこバザール（全4回） 市民各5組

エコ工作教室（全2回）②

①

各10人（未就学児は保護者同伴）

泉野図書館の催し

9月18日(日) 14:00～15:00　幼児～小学生と保護者　15組

9月19日（月）14:00～15:30　30人
泉野図書館　�280-2345（9:00～受付、申込み順）

①わくわくキッズフェスティバル～吹奏楽コンサート～

②講演会「萩原朔太郎と犀星」

食材レスキュー・クッキング教室
９月10日（土）10:00～13:00　長土塀青少年交流センター
市内の小学生と保護者　６組　800円/組
環境政策課　�220-2507（申込み順）

「 親子おみちょ体験 」参加者募集
10月１日（土）9:00～13:30
近江町ふれあい館キッチンスタジオ
小学生と保護者　6組12人　1,500円/組
申込み方法など詳しくは、
農業水産振興課　�220-2213

（9月11日締切、多数時抽選）

近江町市場 検索


