
金沢の魅力を写真で発信する地域コミュニティ「金沢写真部」が、金沢市民芸術村で写真展を開催します。

“住んでいるからこそわかる金沢の魅力”をあなたも一緒に発信しませんか？ 今回の写真展では、部員の作品

だけでなく一般応募の作品もプロジェクター上映で展示します！

応募方法 写真展期日

応募締切

注意事項

インスタアカウント 応募要領はこちら

1月31日（火）

2月23日(木)～26日(日)

① インスタグラムで金沢写真部の公式アカウント
　「@kanazawanowa」をフォローしよう！
②「#かなざわのわ」を付けて投稿するだけ！

【問い合わせ先】広報広聴課　☎220-2033　FAX220-2030

◆応募できるのはインスタグラムを公開アカウントに設定をしている方に限ります。
◆応募作品の中から事務局が選定し、採用の際はインスタグラムで個別にご連絡します。
※その他要件があります。詳しくは、かなざわのわフォトプロジェクト 検索

年令和 5 金沢市消防出初式金沢市消防出初式金沢市消防出初式

日 時

会 場

内 容

金沢城公園 新丸広場

1月8日（日）10:00～10:50
※オンライン配信は10：30～10：50

【来場時の注意事項】 感染防止対策を徹底のうえ、ご来場ください。

◆金沢市公式Youtubeチャンネルで
　「加賀鳶はしご登りの演技」と「一斉放水」を
　生配信します。
◆出初式について詳しくは、金沢市消防局 検索

現地開催（金沢城公園新丸広場）とオンライン配信（Youtube）を併用して開催します。

【交通規制】 8:50～9:20　彦三大通り～国道157号線
「彦三町」交差点～「武蔵」交差点～「上堤町」交差点～お堀通り甚右衛門坂

【問い合わせ先】 消防局消防総務課　☎280-1028　FAX280-0020

令和5年1月4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 459,822人
■世帯数 210,580世帯（R4.12現在）● twitter、YouTube

いいね金沢 検索

@CityofKanazawa 検索

　詳しくは
こちらから

テレビ広報

◆みまっし金沢（石川テレビ）
　１月７日（土）15:55～16:00
　「償却資産の申告」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「知っていますか 金沢市の森づくりと森育」

［日時］１月９日（月）、15日（日）、21日（土）、29日（日）　9:00～17:00

［場所］第一本庁舎　１階　市民課・エントランスホール

マイナンバーカード交付臨時窓口とマイナポイント申請支援窓口を開設します

五感にごちそう金沢 冬期宿泊キャンペーン
令和５年１月４日宿泊分から「五感にごちそう金沢」の冬期宿泊キャンペーンを実施します。

キャンペーン実施期間

対　象

割引額

２月28日（火）宿泊分までの平日

全国の方（ワクチン接種証明または陰性証明の提示が必要）

3,000円（１人１泊6,000円以上の旅行プランにつき）
「五感にごちそう　金沢冬期宿泊キャンペーン」 検索詳しくは、

【問い合わせ先】五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事業事務局　☎256-5317（平日9時～17時）

角間の里山自然探検　冬教室
２月４日（土）9:30～12:00
金沢大学創立50周年記念館「角間の里」周辺
小学３～６年生　20人　300円
申込み方法など詳しくは、
金沢子ども科学財団　☎221-2061

（１月24日締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索金沢市小中学校合同展
１月15日（日）まで　金沢21世紀美術館
学校指導課　☎220-2436

金沢市国民健康保険オンライン健康セミナー
１月15日(日)～31日（火）
国民健康保険加入者　300人
生活習慣病の予防や改善に必要な知識を学べるセミナー
申込み方法など詳しくは、
医療保険課　☎220-2255（１月12日締切、多数時抽選）

金沢市国保　保健事業 検索
会計年度任用職員（事務補助）募集（４月１日採用）

任用期間：１年間（更新あり）
勤務地：市役所本庁舎または市の出先機関
詳しくは、
人事課　☎220-2079（１月20日必着）

金沢市　職員採用 検索

2月4日(土)11:00～、14:00～　各回5人　観覧料310円
徳田秋聲記念館　☎251-4300（申込み順）

ギャラリートーク
「『足迹 』- 書き尽くされた妻の生涯 」

思索体験プログラム「朝・思索のすゝ め　雪見編 」
１月29日(日)7:30～8:10　30人　300円
鈴木大拙館　☎221-8011（1月5日～受付、申込み順）

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

２月４日（土）～５日（日）
市内の小中学生と保護者　18組　60人　2,500円/人
はがきに住所、氏名（ふりがな）、学年、年齢（保険のた
め）、電話番号を明記
〒920-1141　平等本町カ13-1　キゴ山ふれあい研修センター
☎229-1141（１月14日必着、多数時抽選）

キゴ山親子自然体験塾・冬
～ 冬のアウトドアライフを満喫 ～

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）

ダイバーシティ人権政策課からのお知らせ

第１・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　※託児あり

第２・４木曜　14:00～16:00　市女性センター
市内在住・在勤の傷つき経験のある女性　各回10人
※託児あり
NPO法人WEKプロジェクト　☎255-7582（申込み順）
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

◆ふぇみカフェ

◆女性のための「こころのケア講座～傷つきからの回復ワーク」

KANAZAWA SIGN DESIGN　セミナー
1月31日(火)14:30～16:00　金沢未来のまち創造館
屋外広告業の方、広告主の方、関心のある方　50人
申込み方法など詳しくは、
景観政策課　☎220-2364(申込み順)

KANAZAWA SIGN DESIGN 検索

ヘルシークッキング「 免疫力を高めよう！」
1月23日(月)、24日(火)　10:30～12:00
金沢健康プラザ大手町　市民　各回10人　600円
金沢健康福祉財団　☎222-0102（申込み順）

小児科：9:00～23:00（休憩12:00～13:00、18:00～19:30）
内科：19:30～23:00
金沢広域急病センター（西念3-4-25）
健康政策課　☎220-2233

１月８日～29日の日曜祝日は
金沢広域急病センター診療時間が変わります

パブリックコメントを募集しています
　　

詳しくは、
①福祉政策課　☎220-2278（１月25日締切）
②環境政策課　☎220-2507（１月27日締切）
③交通政策課　☎220-2038（２月２日締切）

金沢市　パブリックコメント 検索

①金沢市地域福祉計画2023（仮称）　素案
②改定金沢市地球温暖化対策実行計画　概要案
③石川中央都市圏地域公共交通計画　（案）

会計年度任用職員募集（４月採用）

試験日:2月9日(木)　任用期間:1年(更新あり)　8人程度

試験日：2月19日(日)　任用期間:1年(更新あり)　10人程度
所定の用紙で応募
学校職員課　☎220-2445（２月３日消印有効）

◆校舎管理員

◆小学校英語インストラクター

水道管の凍結にご注意を
水道の屋外露出配管には防寒措置を！
企業局コールセンター　　 0120-328-117

着物で記念撮影 ～ 冬編 ～
１月15日(日)9:30～　０歳～小学生
500円と観覧料310円
金沢くらしの博物館　☎222-5740

（9:30～受付、申込み順）

1月13日(金)9:30～11:30　金沢森林組合　市民　20人
申込み方法など詳しくは、
森林再生課　☎220-2217（１月11日締切、申込み順）

金沢林業大学校 検索

金沢林業大学校公開講座
「 野生動物被害と森林管理 」

金沢湯涌夢二館の催し

1月8日(日)、9日(月)　9:00～17:30　観覧料310円

1月8日(日)　14:00～14:20　観覧料310円
金沢湯涌夢二館　☎235-1112

①わくわくスタンプラリー

②ギャラリートーク「夢二の楽譜-大正・昭和初期の作詞曲と表紙絵-」

新春恒例　加賀万歳公演
1月7日(土)13:00～13:30、14:00～14:30
各回30人　入館料310円
前田土佐守家資料館　☎233-1561（申込み順）

詳しくは、
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095（1月24日必着）

金沢市　消費生活情報ページ 検索

近江町消費生活センター
会計年度任用職員（消費生活相談員）募集（４月採用）

女性相談・DV相談のお知らせ

・弁護士相談　第2火曜、第4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

◆電話・面接相談　月～金曜　9:00～17:00
◆特別相談　※事前面接要

～～～～～～～～

【問い合わせ先】

市民課　☎220-2150　
　　　FAX224-2163



以前に申告のある方や、市内で事業を開始したことが確認できた方へ12月に申告書を送付しました。

資産をお持ちの方で申告書が届いていない場合はご連絡ください。

償却資産とは

令和5年度償却資産申告書の提出期限は令和5年１月３１日（火）です。

償却資産（固定資産税）の申告はお早めに！償却資産（固定資産税）の申告はお早めに！償却資産（固定資産税）の申告はお早めに！

償却資産をお持ちの方は申告が必要です

　令和5年１月１日現在、金沢市内に事業用の償却資産を所有する法人または個人の方は申告書を

提出してください。申告期限の間近になりますと、窓口が大変混雑しますので、なるべく１月20日（金）

までのご提出をお願いします。提出については、郵送、電子申告（eLTAX）もご利用ください。

【問い合わせ先】 資産税課（第一本庁舎２階）　☎220-2158　FAX220-2182

　会社や個人で工場・商店を経営している方や、駐車場やアパートを

貸し付けている方が、その事業のために所有する土地及び家屋以外の

資産（構築物、機械、器具、備品など）を償却資産といい、土地・家屋と

同じように固定資産税が課税されます。
▲詳しくはこちらから

25日

（土）

26日

（日）

２月25日（土）・26日（日）
10:00～16:00
しいのき迎賓館（広坂２丁目１－１）

小学生・中学生
【体験講座】１講座につき
　　　　　１人300円（一部無料）

【茶　　道】親子２名１組（一席）300円

金沢で盛んな、様々な伝統・芸術文化が体験できるイベントです！
文化の体験をしてみたい小学生、中学生を大募集！

一般財団法人石川県芸術文化協会（平日10:00～18:00、土日祝休み）
☎263-6080　FAX263-5999　　　office@geibunkyo.or.jp

お問い合わせ

申込期間

申込方法

※開催時間、定員は各体験講座により、異なります。詳細はリーフレットやHPをご確認ください。
※検温、マスクの着用、手洗いや手指の消毒等の感染症対策にご協力をお願いします。
※新型コロナウイルスの影響により、内容の変更や中止になる場合があります。

日　時

会　場

参加費

対象者

～春に向けて気軽に楽しい文化体験～～春に向けて気軽に楽しい文化体験～～春に向けて気軽に楽しい文化体験～

いしかわ百万石文化祭2023  金沢市プレイベント

子ども文化体験ワールド申込 検索

茶道

加賀象嵌

金箔貼り

和菓子作り

和太鼓、彫刻、編物、九谷焼

加賀宝生（公開稽古・ワークショップ）、将棋

いけ花、日本舞踊、手芸、加賀友禅

金沢素囃子（公開稽古・ワークショップ）、百人一首

申込不要・無料

申込不要・無料

１月10日（火）10:00　～　２月３日（金）17:00まで

※定員に達し次第締め切ります（申込み順）。

スマートフォンで右記二次元コードから申込フォームにアクセスし、

必要事項を入力の上お申し込みください。スマートフォンでの

お申し込みが難しい場合は、下記までお問い合わせください。

毎週火曜日掲載 令和5年1月10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

農業委員・農地利用最適化推進委員募集
農業委員 19人、農地利用最適化推進委員 9人
農業者または農業団体などによる推薦、
もしくは本人応募　※所定の用紙を提出
農業委員会事務局　☎220-2223（2月9日締切）

JAZZ GATE vol.13 新春ジャズコンサート！
1月14日（土）15:30～（15:00開場）
1月15日（日）13:30～（13:00開場）
市文化ホール　2,000円（学生1,000円）※当日券は500円増
チケットぴあ、ローソンチケットほか各プレイガイドにてチケット購入
NPO法人 金沢JAZZ連盟事務局　☎249-8911
金沢芸術創造財団　☎223-9898

アートを楽しもう～雪だるまの絵を描こう～
1月14日(土)10:30～　
市内在住の5歳～小学6年生と保護者　6組
千寿閣　☎222-0008（申込み順）

いきいき金沢文化交流大会（ 囲碁・将棋 ）
[将棋]2月20日（月）10:00～、[囲碁]2月21日（火）10:00～
千寿閣　S39.4.1以前に生まれたアマチュアの方　各20人
ゆーりんピック2023石川大会（囲碁・将棋部門）の金沢市予選会
福祉政策課　☎220-2288（1月31日締切）

日本宇宙少年団金沢支部　新規団員募集
5月～来年3月の月1回　土曜午前　（全11回）
明成小学校、大徳小学校、泉野小学校（詳しくは入団後に通知）
市内在住の新小学4年生～高校3年生　30人
年会費3,000円（初年度のみ登録料2,000円）
※見学会や宿泊の際は、別途実費が必要
申込み方法など詳しくは、
キゴ山ふれあい研修センター　☎229-1141（2月17日締切）

銀河の里キゴ山 検索

リユースした小中学校の制服を無償提供します
市内在住の3～15歳の子どもがいる世帯
申込み方法など詳しくは、
子育て支援課　☎220-2285(1月22日締切)

金沢市　子育て支援課 検索

市立病院薬剤師を募集しています
詳しくは、
市立病院事務局　☎245-2600

金沢市立病院　採用・募集情報 検索

新入学学用品費の入学前支給の申請は1月31日(火)までです
詳しくは、
教育総務課　☎220-2477

金沢市　入学前支給 検索

加賀野菜レアべジ料理教室
2月11日(土)10:30～13:30  近江町ふれあい館キッチンスタジオ
市内在住の小学生と保護者　6組12人　1組1,500円
詳しくは、
メールに参加者氏名、学年、電話番号を明記　 kagayasai0831@gmail.com
農業水産振興課　☎220-2213(1月24日必着、多数時抽選）

金沢市農産物ブランド協会 検索

教育プラザ  会計年度任用職員募集（4月採用）
勤務地：富樫または此花の教育プラザ
教育や児童福祉に関わる専門相談員など　若干人
詳しくは、
市教育プラザ(学校教育センター)　☎243-1039

金沢市教育プラザ 検索

金沢芸術創造財団　非常勤職員募集（4月採用）
勤務地：金沢市民芸術村、金沢21世紀美術館ほか
事務5人、司書1人　詳しくは、
履歴書を持参または郵送　〒920-0999　柿木畠1-1
金沢芸術創造財団　☎223-9888（1月23日必着）

金沢芸術創造財団 検索

金沢21世紀美術館　学芸員募集（10月採用）
学芸員1人　詳しくは、
所定の申込書を持参または郵送　〒920-0999　柿木畠1-1
金沢芸術創造財団　☎223-9888（1月16日必着）

金沢芸術創造財団 検索

詳しくは、
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095(2月8日締切)

金沢市　パブリックコメント 検索

金沢市人権教育・啓発行動計画(案)
パブリックコメント募集

詳しくは、
保育幼稚園課　☎220-2299

金沢子育てお役立ちウェブ 検索

令和５年４月中の保育所・認定こども園利用の
２次申込み受付は1月16日（月）～25日（水）です

古代の山林寺院・三千寺跡
1月14日(土)～3月12日(日)9:30～17:00　金沢縄文ワールド
市埋蔵文化財センター　☎269-2451

◆1月10日（火）～13日(金)は展示替えのため、休館します

転ばん元気な体づくり教室（各4回）
1/26～2/16の木曜　13:15～14:45  鳴和台市民体育会館

1/31～2/21の火曜　10:15～11:45  市総合体育館

　　　　　　65歳以上の市民　各15人　200円

「歩いてまわる　金沢ふるさと体験学習Ⅱ」参加者募集
冬の武家屋敷跡見学と和菓子作りに挑戦！
市内在住の小学4年生～中学2年生　20人

往復はがきで応募　(〒920-0865　長町3-3-3)

住所、氏名、電話番号、学年、生年月日(保険のため)を明記

「制服バンク～制服を買えない子どもたちへ～」
松ケ枝福祉館　20人　

「やってみよう！運転ボランティア」
松ケ枝福祉館　20人 

※68歳以下の方で、運転免許取得後３年以上経過し、

過去２年以内に免許停止処分を受けていない方

2月「写謡の会」（演目：七騎落・難波）
30人　500円と観覧料310円

旗源平であそぼう！
小中学生（小学2年生以下は保護者同伴）　16人

プラネタリウムと雪だるま＆かまくら作り
年少～中学生(小学３年生以下は保護者同伴）　40人

プラネタリウムとスノーシュー＆スノーチューブ体験！
小中学生(小学３年生以下は保護者同伴）　40人

湯涌みどりの里「味噌作り教室」
市民　各回20人　2,300円/人 ※材料・容器代含む

往復はがきで応募　(〒920-1122　湯涌荒屋町47)

教室名、住所、氏名、電話番号、希望日を明記

玉川こども図書館
☎262-0415 (申込み順)

キゴ山ふれあい研修センター
☎229-1141
(1/11 12:00～
受付、申込み順)

金沢湯涌みどりの里
☎235-8033

（1/23必着、多数
時抽選、火曜休み）

市スポーツ事業団
☎247-9019

（申込み順）

金沢ボランティアセンター
☎231-3725

（申込み順)

金沢能楽美術館
☎220-2790(申込み順）

長土塀青少年交流センター
☎220-2102

（1/30消印有効、
多数時抽選）

1/30～2/8の
月・水曜
13:30～15:00

1/28(土)
13:30～15:00

1/28(土)
9:00～12:00

1/29(日)
9:00～12:00

1/31(火)
10:00～11:00

2/3(金)
14:00～15:00

2/5(日)
10:15～11:15

2/18(土)
9:00～12:00

日時 内容 場所・問い合わせ先

ボランティアカフェ＠まつがえ　参加者募集

「第７９回金沢市工芸展 」出品作品募集
市内在住、通勤、通学または近隣市町在住の方
申込み方法など詳しくは、
クラフト政策推進課　☎220-2373（2月15日必着）

金沢市　クラフト政策推進課 検索

2月12日(日)10:00～14:00  戸室リサイクルプラザ
市内在住の親子　50組　資源物を使ったゲームなど
金沢市電子申請サービスで申込み
ごみ減量推進課　☎220-2302(1月22日締切、多数時抽選）

とむろ冬ランド
～戸室リサイクルプラザで見て！遊んで！学ぼう！～

冬のエコツーリズム「白鳥ウォッチングバスツアー」
2月11日(土)9:00～12:00　※荒天時、2月18日(土)
こなん水辺公園（現地集合）
金沢市、かほく市、津幡町、内灘町、野々市市、白山市に
在住で、本バスツアーに初めて参加する方　20人
環境政策課　☎220-2507（9:00～受付、申込み順）

金沢市共生社会推進事業者認定研修会 検索

第２回 金沢市共生社会推進事業者認定研修会
1月31日(火)14:00～15:00  第二本庁舎2202会議室
申込み方法など詳しくは、
障害福祉課　☎220-2289（1月25日締切）

金沢湯涌江戸村の催し

1月22日(日)10:00～16:00　※昼1時間休憩あり
1個200円～と入園料310円

1月28日(土)10:00～17:00　入園料310円
金沢湯涌江戸村　☎235-1267 (火曜休み)

◆畳縁の小物づくり

◆和傘制作実演

金沢・南砺市民交流バスツアー　－冬編－
2月18日（土）13:00～20:30　市民　30人　3,000円
webまたは、はがきで申込み　詳しくは、
南砺市観光協会　☎0763-62-1201（1月20日必着、多数時抽選）
企画調整課　☎220-2031

南砺市観光協会 検索

「市民アンサンブルの日」コンサート

金沢芸術創造財団 検索
1月15日(日)13:00～17:00  市アートホール
出演者など詳しくは、
金沢芸術創造財団　☎223-9898

1月21日(土)10:00～12:00、14:00～16:00 
金沢卯辰山工芸工房　
小学3年生以上（小学生は保護者同伴） 各回10人　300円
メールに住所、氏名、電話番号、学年、希望回を明記　 kokusai@city.kanazawa.lg.jp
国際交流課　☎220-2075(1月17日締切、多数時抽選)

ベルギー出身アーティスト・マティアスさんの
漆ワークショップ

シニア向けスマートフォン活用講座(全2回)
1月17日(火)、19日(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)  10人
金沢健康福祉財団　☎222-0102（申込み順）

金沢21世紀美術館の催し

1/14(土)、2/11(土)、3/11(土) 10:00～12:30
アートバスに乗り市内の隠れた名所をめぐるバスツアー

1月21日(土)14:00～16:00  70人
申込み方法など詳しくは、
金沢21世紀美術館　☎220-2811（申込み順）

金沢21世紀美術館 検索

◆タブレットとマーブルの金沢うためぐり（全3回）

◆フォーラム・アール～これからを話そう　vol.3
　藤原辰史×黒沢聖覇「21世紀の縁食空間ーこれからの「食」とアート」



【問い合わせ先】 文化政策課　☎２20-2442　FAX２20-2069

金沢・現代会議金沢・現代会議金沢・現代会議金沢・現代会議 －現代に生きる・現代を生きる－

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。
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。

２月16日（木）18:30 開演（開場18:00、閉会20:50予定）

市文化ホール ［第１部］講演・対談 　［第２部］対談会場 内容

入場無料

出演（講演順・演題）

岡村美穂子 氏

木村宣彰 氏

姜尚中 氏
鈴木大拙元秘書／鈴木大拙館名誉館長

熊本県立劇場館長・

鎮西学院大学学長、

鈴木大拙館アンバサダー

「大拙先生からいただいた生き方」「逆境を生きる」

申込方法

定　員 締　切

申込み先

（申込み順）

☎262-2611（平日10：00～18：00）　FAX262-2618

WEB申込みフォームはこちら→

はがき、FAXまたはWEB申込みフォームに住所、氏名、電話番号を明記（２人まで記載可） 

〒920-0919　南町２－１  ケィ・シィ・エス「金沢･現代会議」係

講演 対談

鈴木大拙館館長

■主催:金沢市、鈴木大拙館

[第1部]
18:30～20:00

[第2部]20:10～20:50　　　　　対談　姜尚中氏 × 岡村美穂子氏（対談聞き手　木村宣彰氏）

800人(申込み順) 1月30日消印有効

金沢市立工業高等学校からのお知らせ

令和

4年度
令和

5年度公開課題研究発表会
一般入学および
推薦入学生徒募集

令和5年1月30日●開催月

【問い合わせ先】  市立工業高等学校　☎267-3101  FAX267-3102

【学力検査日】

【願書受付期間】

【願書受付期間】

【募 集 人 員】

【面 接 日】

3月7日（火）、8日（水）　9:00～

2月3日（金）　9:00～

2月15日（水）～20日（月）　土日を除く
9:00～16:00（最終日は15:00まで）

機械科　20人
電気科、電子情報科、建築科、土木科
各10人　計60人

1月26日（木）～30日（月）　9:00～16:00

一般

入学

推薦

入学

「夢、無限大。ここから、はじまる。」

本年度は、課題研究発表を
Ｗｅｂ上で公開します。
配信について詳しくは、
１月３０日（月）の本校ホーム
ページをご覧ください。

毎週火曜日掲載 令和5年1月17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

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）
　1月21日(土) 17:25～17:30
　「 金沢都市美文化賞　45年の歩み 」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「知っていますか 金沢市の森づくりと森育」

【問い合わせ先】  緑と花の課　☎220-2356

かなざわ緑と花の会 検索詳しくは、

緑化ボランティア　

「かなざわ緑と花の会」会員募集！

期　間　通年  　場　所　市内全域
内　容　花壇の植替えや管理、
　　　　緑化に関するイベント協力など
◆樹木グループ　　　　
　小学校での樹名板設置、保存樹調査など
◆緑花イベントグループ
　市が主催するイベントへの協力、
　沿道の花苗の植え替えなど
◆地域緑花グループ    
　市有施設の花壇の植栽・管理、
　施設や地域と連携したイベントの実施など

（※活動場所：玉川公園・海みらい図書館・

　 教育プラザ富樫・卯辰山千寿閣・大乗寺丘陵公園）

詳しくは、
歴史都市推進課　☎220-2208(2月11日締切)

金沢市歴史的風致維持向上計画(第2期)変更(案)
パブリックコメント募集

金沢市　パブリックコメント 検索

西部環境エネルギーセンター工事に伴う熱源供給停止のため
市スポーツ事業団　☎254-0020

西部市民プール、西部市民憩いの家（浴室）は
2月1日（水）～3月1日（水）の間お休みします

市営住宅入居者募集（４月１日入居）
受付期間：1月30日（月）まで　※土日除く

【一般世帯向け】
額新町・光が丘・粟崎町・松寺町・上荒屋・田上本町

【若年夫婦世帯・子育て世帯・ひとり親世帯向け】粟崎町
【高齢者世帯向け(生活援助員利用)】額新町
詳しくは、
市営住宅課　☎220-2331

金沢市　市営住宅 検索

市税の休日・夜間納付相談窓口を開設します
1月22日（日）9:00～17:30、26日（木）17:45～20:00
税務課（第一本庁舎2階）　☎220-2171・2172・2173

のぞみ展
1/18(水)～1/29(日)11:00～17:00　※最終日は16:00まで
金沢・クラフト広坂　☎265-3320

市民税課　☎220-2161

個人市・県民税の
第4期の納期限は1月31日（火）です

マイナポイント申請支援窓口を開設します
1月21日(土)、29日(日) 9:00～17:00
市民課(第一本庁舎1階)　☎220-2150

金沢市農林業振興協議会　委員募集
任期：4月から2年間　18歳以上の市民　2人程度
所定の用紙に応募動機（600字程度）、住所、氏名、電話番号、
生年月日、年齢、性別、職業を明記し、郵送・メール・持参で申込み
〒920-8577(住所記載不要)      nourin_s@city.kanazawa.lg.jp
農業水産振興課　☎220-2214(2月7日必着)

ボッチャサロン　参加者募集
1/19(木)10:00～12:00　市総合体育館　12人　500円／回
市スポーツ事業団　☎247-9019（当日先着順）

ギャラリートーク「雪とくらし」
1月29日(日)11:00～、14:00～  各回10人　310円
金沢くらしの博物館　☎222-5740（申込み順）

金沢国際交流財団　嘱託職員募集（4月1日採用）
面接試験日：2月7日(火) 勤務地：リファーレ2階（本町1-5-3）
詳しくは、
金沢国際交流財団　☎220-2522(1月30日必着)

金沢国際交流財団 検索

「親子おみちょ体験」参加者募集
2月18日（土）9:00～13:30　近江町ふれあい館キッチンスタジオ
小学生の親子　6組12人　1,500円/組
詳しくは、
農業水産振興課　☎220-2213（1/29締切、多数時抽選）

近江町市場 検索

認知症サポーター養成講座
2月17日(金)、18日(土)10:00～11:30　※いずれか1回
金沢未来のまち創造館　市内在住・在学・在勤の方　各回20人
申込み方法など詳しくは、
福祉政策課　☎220-2288（2月7日締切）

金沢市　認知症サポーター養成講座 検索

令和5年1月1日現在、給与の支払いをする法人や個人
事業主で、所得税の源泉徴収義務のある方
詳しくは、
市民税課　☎220-2161

金沢市　給与支払報告書 検索

令和5年度給与支払報告書の提出期限は
1月31日（火）です

2月2日(木)10:30～13:30　金沢未来のまち創造館
12人　ベルギー出身の国際交流員が人気料理を紹介  1,200円／回
往復はがきまたはメールに、講座名、住所、氏名、電話番号を明記
〒920-0853　本町1-5-3リファーレ2階       kief@kief.jp
金沢国際交流財団　☎220-2522（1月24日必着、多数時抽選）

異文化体感！
ワールドクッキング教室～ベルギー料理～

金沢市廃棄物総合対策審議会 委員募集
任期：4月1日から2年　18歳以上の市民　2人
年1～3回程度の会議あり（平日の日中に開催）
所定の用紙に応募動機(800字程度)、住所、氏名など
を明記し郵送・FAX・メール・持参で申込み
〒920-8577（住所記載不要）       gomigen@city.kanazawa.lg.jp
ごみ減量推進課　☎220-2302 FAX260-7193(2/3必着)

子育て支援課からのお知らせ

任期：4月1日から1年（更新の場合あり） 1人
社会福祉士・精神保健福祉士などの資格をお持ちの方または
教育・保育機関での勤務経験を有する方など（要普通自動車免許）

任期：4月1日から1年（更新の場合あり） 2人
社会福祉士、保育士、保健師の資格または教員免許状を有する方など
詳しくは、子育て支援課ホームページをご覧ください
子育て支援課　☎220-2285（2月6日必着）

◆子どもソーシャルワーカー（会計年度任用職員）募集

◆母子・父子自立支援員（会計年度任用職員）募集 2月2日(木)14:00～15:30　松ヶ枝福祉館
市内でボランティア活動をしている方　20人
金沢ボランティアセンター　☎231-3725（申込み順）

令和4年度ボランティア講座
「やさしく学べる！ボランティアグループの会則の作り方」

環境政策課の催し

2月4日(土)10:00～12:00 長土塀青少年交流センター
市民　15人　100円／人
詳しくは、

3月5日(日)10:00～12:00 県女性センター
市内在住の小学生と保護者6組　800円／組
環境政策課　☎220-2507
(①9:00～受付、申込み順、②2月21日締切、多数時抽選)

環境政策課　募集情報 検索

①冬もあったか♪繰り返し使える穀物カイロ作り（裁縫）

②親子で食材レスキュー・クッキング教室

環境政策課からのお知らせ

18歳以上の市民　各2人
応募動機（800字程度）、住所、氏名、電話番号、性別、
年齢、職業を明記し、郵送・FAX・メールで申込み
〒920-8577（住所記載不要）      kansei@city.kanazawa.lg.jp
環境政策課　☎220-2507　FAX260-7193（2月7日必着）

◆地球温暖化対策推進協議会　委員募集
◆食品ロス削減推進協議会　委員募集

金沢蓄音器館の催し                   火曜休み

2月4日（土）14:30～　33人　500円(観覧料含む)

2月11日（土）14:30～　33人　観覧料310円

2月18日（土）14:30～　33人　観覧料310円

2月25日（土）14:30～　33人　500円(観覧料含む)
金沢蓄音器館　☎232-3066（1月18日10:00～受付、申込み順）

◆SP盤鑑賞会「絵本と童謡のコラボレーション」～冬の物語～

◆SP盤鑑賞会「時代を飾った歌物語」

◆SP盤鑑賞会「音盤の記憶」

◆コンサート「まだら模様のベートーヴェン」

金沢子ども科学財団の催し

2月18日（土）9:30～11:30
小学5年生～中学生　12人　300円

2月18日（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
申込み方法など詳しくは、
金沢子ども科学財団　☎221-2061（2月8日締切、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「光を分析してみよう」

②子ども科学スタジオ「きれいな虹色万華鏡をつくろう」

かきもち編みと冬の暮らし　火曜休み

2月4日（土）11:00～12:00　　
10人(小学校低学年以下は保護者同伴)　300円と入園料金
金沢湯涌江戸村　☎235-1267（1月18日10:00～受付、申込み順）

千寿閣の催し

1月21日（土）10:30～16:00　※材料が無くなり次第終了

1月22日（日）10:30～12:30 12人 2,000円／人
千寿閣　☎222-0008（②9:00～受付、申込み順）

①手作り工作教室～針金で作るバランスボール～

②芽出し球根の寄せ植え教室



【問い合わせ先】  景観政策課　☎220-2364　FAX224-5046

事前申込200名

【問い合わせ先】企画調整課　☎220-2031　FAX264-2535【問い合わせ先】　国立工芸館（出羽町３-２）　☎050-5541-8600 （ハローダイヤル）

工芸館と旅する世界展―外国の工芸とデザインを中心に
　国立工芸館では、日本国内の工芸作品のみならず、世界各国の工芸家やデザイナーの作品収集も行い、さまざまな

展覧会を開催してきました。本展では、これまでまとめて展示する機会の少なかった海外作家による作品を中心にご紹

介します。工芸やデザイン、それを生み出す場所の歴史や風土との関わりにも目を向ける機会となるでしょう。作品を通

して、工芸とデザインをめぐる世界旅行に出かけてみませんか？

アルド・ロンティーニ
《リッコリーナ》1987年
国立工芸館蔵
撮影：野村知也

マルセル・ブロイヤー
《サイドチェア》1936年
国立工芸館蔵
撮影：エス・アンド・ティ フォト

※お電話でのご予約はお受けしていません。

オンラインによる事前予約もあります。詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。  URL  https://www.momat.go.jp/cg/

2月26日（日）まで

9:30～17:30　※入館は17:00まで

一般300円（大学生150円）
※高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方と付添者（1名）は無料

主催：国立工芸館

観覧料

休館日

開館時間

会期 月曜日

レイモン・サヴィニャック
《パリジェンヌ(タバコ)》1951年
国立工芸館蔵
○ADAGP,Paris & JASPAR, 
Tokyo, 2022 E4833
c

詳しくは、国立工芸館 検索

毎週火曜日掲載 令和5年1月24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

バルーンアート教室
1月28日(土) 10:30～14:30　20人　※材料なくなり次第終了
千寿閣　☎222-0008

金沢美術工芸大学　非常勤職員募集
事務員2人、司書1人
応募方法など詳しくは、
金沢美術工芸大学　☎262-3531（2月8日必着）

金沢美術工芸大学 検索

金沢市社会福祉協議会　職員募集
S63.4.2～H17.4.1に生まれた方で、大学・短期大学・高等
学校を卒業した方、または３月に卒業見込みの方   若干人
応募方法など詳しくは、
市社会福祉協議会　☎231-3571(2月4日消印有効)

金沢市社会福祉協議会 検索

ITビジネスプラザ武蔵　貸しオフィス入居者募集
IT、映像、デザイン業などの起業予定者、創業３年未満の方
月額20,230円～（水道光熱費込み・敷金保証金なし）
詳しくは、
ITビジネスプラザ武蔵　☎224-6340

ITビジネスプラザ武蔵 検索

金沢市森づくり市民会議　委員募集
市の森づくりに関心のある18歳以上の市民　2人程度
応募方法など詳しくは、
森林再生課　☎220-2217(2月9日消印有効)

金沢市森づくり市民会議 検索

会計年度任用職員募集

小中学校における事務職員または教員の補助（教員免許不要）
週29時間勤務、月額116,000～143,000円

学校給食調理場での調理補助、小中学校での給食の配膳
１日３時間または５時間勤務、時給990円
応募方法など詳しくは、
学校職員課　☎220-2445

金沢市　学校職員課 検索

◆学校事務補助・教員業務補助（4月採用）

◆学校給食調理員・配膳員

ダイバーシティ人権政策課からのお知らせ

1日（水）13:00～16:00   森山公民館
3日（金）13:00～15:00   第一本庁舎2階
8日（水）13:00～16:00   小立野公民館

16日（木）14:00～14:50、15:00～15:50
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095（②申込み順）

①2月の人権相談

②2月のLGBT相談

令和5年度金沢市高砂大学校　受講生募集

中央公民館彦三館　☎261-8100

受講期間

クラス・科

対　　象

定　　員

申込受付

４月下旬～来年１月下旬　週１回程度
全31回　13:30～15:00

月、水、金の３クラス(同一講義)

S33.4.1以前に生まれた市民

各クラス　90人

期間:2/1(水)～24(金) ※土日祝日除く　9:30～17:00
入学願書とはがきが必要

1/27(金)12:20～12:50　第二本庁舎エントランスホール
[出演]篠永紗也子
金沢芸術創造財団　☎223-9898

「Music Restaurant」ランチタイムコンサート
若き精鋭のピアニスト　第19回北陸新人登竜門コンサート優秀者

回数日程

6

6

2/18～3/25の土曜

6

2/19～3/26の日曜

2/19～3/26の日曜

講座名

パソコン教室　受講生募集

① アクセス入門

② パソコン入門

③ ワード入門

①②10:00～12:00　③13:30～15:30　各6人（3人以上で開講）
①アクセス搭載パソコン持参  ②初心者対象  ③基本的な文字入力ができる方
①②③9,600円＋テキスト代
市シルバー人材センター　☎222-2411（1月31日締切、申込み順）

フレイル予防祭り
2月1日(水) 9:30～12:30  泉野福祉健康センター　市民
フレイルチェック体験、フレイル予防活動体験など
金沢健康福祉財団　☎222-0102

第38回　氷室の仕込み初め
1月29日(日)10:00～11:30   
湯涌温泉氷室小屋、金沢湯涌夢二館前広場
雪詰め体験、和太鼓演奏、氷室饅頭ほか地元産食品販売など 
湯涌温泉観光協会　☎235-1040(火曜休み)

旧正月を祝う加賀万歳
2月4日(土) 13:30～14:00  40人　観覧料310円
金沢くらしの博物館　☎222-5740(9:30～受付、申込み順)

金沢21世紀美術館の催し

2月11日（土）14:00～16:00　70人

2月11日(土)、3月11日(土) 10:00～12:30
アートバスに乗り市内の隠れた名所をめぐるバスツアー
申込み方法など詳しくは、
金沢21世紀美術館　☎220-2800(申込み順)

金沢21世紀美術館 検索

◆フォーラム・アール～これからを話そう vol.4
　吉村正志「地域社会と見つめる『生物多様性』～沖縄の陸域環境調査から」

◆タブレットとマーブルの金沢うためぐり（全2回）

金沢湯涌創作の森の催し

2月7日(火)～12日(日)10:00～18:00  
　

2月11日(土)13:00～16:00   小学生以上　各8人　各2,800円
金沢21世紀美術館
金沢湯涌創作の森　☎235-1116(①②申込み順、火曜休み)

◆レジデント作家２人展＋

◆レジデント作家のワークショップ特別講座
　①ＲＩＡＫＩ「シルクスクリーンで！アートなファッションＳＤＧs」
　②若木くるみ「ころがせ！サイコロ版画」

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)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

講座名 日　程 定員

俳句を楽しみましょう

パッチワーク

股関節のストレッチ

さわやかストレッチ

すこやか体操

ストレッチ・ヨガ

太極拳

2/  4（土）10:00～12:00 15人

12人

15人

10人

15人

15人

20人

2/  4（土）13:00～15:00

2/10（金）14:00～16:00

2/14（火）10:00～10:50

2/18（土）10:00～11:00

2/23(木)10:00～11:00

2/28 (火)14:00～15:00

2月9日(木)13:30～15:00  16歳以上　10人　500円
金沢海みらい図書館　☎266-2011
(10:00～受付、申込み順)

大人のクラフト
「 切り絵で作るランプシェード 雪月花 」

ボランティア講座「ボランティア活動の資金調達を学ぼう」
2月15日(水)14:00～15:30　松ケ枝福祉館
市内でボランティア活動をしている方　20人
金沢ボランティアセンター　☎231-3725(申込み順)

労働政策課の催し

2月11日(土)14:00～16:00  35～54歳の就職転職希望者　10人

2月19日(日)13:30～16:00  35～54歳の就職転職希望者　30人
金沢勤労者プラザ
申込み方法など詳しくは、
(株)ウーマンスタイル　☎227-8062
(①2/10締切②2/18締切、申込み順)
労働政策課　☎220-2199

金沢市はたらくサイト 検索

②就職氷河期世代就職・転職マッチング交流会

①就職氷河期世代就職・転職セミナー「自分の強みを活かそう」

ひとり親・寡婦の方の無料法律相談
2月26日（日）13:00～16:00  
県女性センター5階   ※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　6人
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8日～19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　☎234-9900

（2/1～受付、申込み順）

金沢福祉用具情報プラザ 検索

企画展「泰平における武士団－人持組頭のつとめ」
4月16日(日)まで　9:30～17:00  観覧料310円
前田土佐守家資料館　☎233-1561

おやこの伝統食教室（ 料理教室 ）
2月19日(日)11:00～13:30　市内の小学3～6年生と保護者　6組
詳しくは、
近江町交流プラザ　☎260-6722(2月2日締切、多数時抽選)

近江町交流プラザ 検索

第30回　春の茶会
3月21日(火)10:00～、10:50～、11:40～、12:30～、
13:20～、14:10～、15:00～   旧中村邸　各30人　1,200円
中村記念美術館　☎221-0751（申込み順）

◆館内工事により現在休館中のため、まずは電話でお問い合わせください

雪遊び
1月29日(日) 9:30～12:00   入園料310円
竹スキーや木のソリなど
金沢湯涌江戸村　☎235-1267(火曜休み)

金沢子ども科学財団の催し

2月25日（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月25日（土）9:30～11:30　小学3年生 12人　300円

2月25日（土）9:30～11:30　小学4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　☎221-2061

（2月15日締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

◆おもしろ実験・観察教室「香り物質(エステル)をつくってみよう」

◆おもしろ実験・観察教室「ふしぎがいっぱい磁石の世界」

◆子ども科学スタジオ「やじろべえであそぼう」



金沢市　申告日程 検索

確定申告 検索

金沢税務署における所得税確定申告などの

申告会場は２月１6日(木)から！

●場所　金沢税務署３階（金沢駅西合同庁舎）
●時間　9:00～16:00（申告会場の入場には入場整理券が必要となります）
※整理券は、LINEによる事前発行のほか、税務署1階で当日券を配付します。

　整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。

※駐車場および周辺道路は大変混雑します。公共交通機関のご利用をお願いします。

〔確定申告に関する問い合わせ先〕　金沢税務署　☎261-3221（自動音声案内）

〔問い合わせ先〕　北陸税理士会金沢支部　☎223-1841

〔問い合わせ先〕　市民税課　☎220-2161  FAX220-2154

確定申告はご自宅から
e-Tax申告をご利用ください！

●日時　２月24日（金）　17:45～19:00　　●場所　市民税課（第一本庁舎２階） 

●日時　2月4日、11日、18日の土曜　9:00～16:00

●予約電話:☎223-1841　●場所　税理士会館（北安江3-4-6）
2月18日（土）13:00～16:00　
当日専用ダイヤル:☎224-2182

市・県民税申告の時間外受付（所得税の確定申告の受付は行いません）

市・県民税申告の出張受付（所得税の確定申告の受付は行いません）

市・県民税申告および所得税還付申告の受付

２月  7日（火）

２月  8日（水）

２月  9日（木）

２月  9日（木）

２月10日（金）

金石会館

森本市民センター

押野市民センター

犀川市民センター（※）

元町福祉健康センター

２月10日（金）

２月13日（月）

２月13日（月）

２月14日（火）

安原公民館（※）

泉野福祉健康センター

粟崎文化センター（※）

額市民センター

日　　程 会　　場 日　　程 会　　場

●受付時間 9:30～16:30（※の会場は9:30～12:30）●受付開始時間は非常に混雑することが予想されます

●駐車場が狭いので、車でのご来場はご遠慮ください。

個人市・県民税の申告は３月１5日（水）まで！

●期　　間　２月16日（木）～３月15日（水）（土・日曜、祝日を除く）

●受付時間　9:00～16:00（混雑状況により16:00前に受付終了の場合あり）

●申告会場　第一本庁舎2階　市民ホール

　　　　　　入場整理券配付・待合席は１階エントランスホール（2月16日～3月10日）   　　　　

　　　　　　（3月13日～15日の期間は、２階市民ホールへ直接お越しください。)    

　　　　　　※申告期間当初は特に混雑しますので、分散での来場にご協力をお願いします。

●内　　容　所得税の確定申告については、給与や年金所得のみの還付申告を受付します。　　　　　  　　　　　　

　　　 　　  その他の確定申告については、金沢税務署で申告してください。

ご来場時のお願い
▼体調不良・発熱などの症状が  

　ある場合は、ご来場をご遠慮

　ください。

▼マスクの常時着用をお願い

　します。

▼備え付けの消毒液で手指の

　消毒をお願いします。

▼入場時に検温を実施します。

　※37.5度以上の熱がある

　方は入場をお断りさせて

　いただきます。

  マイナンバーカード  ※または税務署が発行

している  ID・パスワード  を利用して申告
できます。※「ICカードリーダーライター」、

　「マイナンバー対応スマホ」が必要

※１　市・県民税の申告に限り、２月1日（水）～15日（水）（土・日曜、祝日を除く）まで、

　　  市民税課窓口で受付します。

※２　「マイナンバーカード」または「通知カードと身分証明書」を提示（申告書

　　を郵送する場合は、写しを添付）してください。（通知カードは住民票の記載事

　   項と一致している場合に限る）

※３　医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を作成し添付してください。

　　  医療費の領収書では医療費控除は受けられませんのでご注意ください。

※４　駐車場は有料です。長らくお待ちいただく場合がありますので公共交通機関をご利用ください。

※５　金沢市公式Twitterで、待ち状況を随時お知らせします。

※６　申告相談業務として北陸税理士会から協力をいただいています。

確定申告期　税理士による税の無料相談

［無料税務相談（電話による事前予約制）］ ［電話による無料税務相談］

毎週火曜日掲載 令和5年1月31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

とむろキッズの森 検索

金沢子ども科学財団 検索

大拙館講座「能と禅」再考　講師：竹中智泰氏
金沢歌劇座３階3・4会議室　30人　500円

子ども科学スタジオ
「ハンドパワーを身につけよう～電気クラゲ～」
年長児～小学２年生と保護者　各16組　100円
申込み方法など詳しくは、

ギャラリートーク
「『足迹』-書き尽くされた妻の生涯」
各回５人　観覧料310円

とむろキッズの森　リユース市
戸室リサイクルプラザ　市内在住の方　120組
申込み方法など詳しくは、

鈴木大拙館
☎221-8011（申込み順）

金沢子ども科学財団
☎221-2061

（2月22日締切）

徳田秋聲記念館
☎251-4300

（2/4～受付、
申込み順、火曜休み）

ごみ減量推進課
☎220-2302

（2月17日締切、多数時抽選）

農業センター
☎249-2744
(2/24必着、多数時抽選)

3/4（土）
10:30～12:00
14:00～15:30

2/26（日）
14:00～16:00

3/4（土）
11:00～
14:00～

3/8（水）
10:00～12:45

3/15～4/26
の水曜
7/19、26
9:00～11:00

フレイルサポーター養成講座
金沢健康プラザ大手町
フレイル予防のボランティア活動ができる市民　25人

金沢・健康を守る市民の会
☎222-0103

（2/24締切、申込み順）

3/8(水)、9(木)
13:00～16:00

日時 内容 場所・問い合わせ先

回数日程

2

6

2/22、3/1の水曜

6

2/23～3/30の木曜

2/24～3/31の金曜

講座名

パソコン教室　受講生募集

① ズームを楽しもう

② パワーポイント入門

③ エクセル入門

10:00～12:00　各6人（3人以上で開講）
①②操作ができる方、③入力ができる方
①3,400円（資料代含む）、②③9,600円＋テキスト代
市シルバー人材センター　☎222-2411（2月7日締切、申込み順）

金沢農業大学校「市民野菜づくり講座」(全9回）
市民　36人　
メールまたは往復はがきに、住所、氏名、電話
番号を明記 〒920-0371 下安原町東1471
　 noudai@city.kanazawa.ishikawa.jp

科学あそび　冬のモビールを作ろう
２月19日（日）10:30～11:30
３歳以上の子どもと保護者　９組
玉川こども図書館　☎262-0415（申込み順）

市スポーツ事業団の催し

2月16日(木) 10:00～12:00　市総合体育館
12人　500円

２月25日（土）10:00～12:00　市総合体育館
生後６カ月～未就園児を持つ夫婦　６組　※託児あり
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　☎247-9019(申込み順、②2月17日締切)

かなざわスポーツねっと 検索

①ボッチャサロン　参加者募集

②パパママケア　夫婦の絆で産後ケア

現代の金沢仏壇と手仕事展
２月１日（水）～12日（日） 11:00～17:00
金沢・クラフト広坂　☎265-3320

勤務地：市立保育所、保育幼稚園課
募集職種：保育士、調理技士、看護師、早朝パート、
用務員パート、保育利用支援員
詳しくは、
保育幼稚園課　☎220-2299

金沢市保育幼稚園課 検索

保育幼稚園課　
会計年度任用職員（保育士等）募集(4月採用)

詳しくは、
東部環境エネルギーセンター　☎252-6049

金沢市東部環境エネルギーセンター　自己搬入 検索

２月１日から燃やすごみ自己搬入の
オンライン予約を開始します

金沢の文化の人づくり助成事業を募集しています

対象：４月～６月に開始する研修
詳しくは、
文化政策課　☎220-2442（２月28日必着）

金沢の文化の人づくり 検索

パブリックコメントを募集しています

詳しくは、
①産業政策課　　　☎220-2204（２月16日締切）
②農業水産振興課　☎220-2213（２月17日締切）

金沢市　パブリックコメント 検索

①金沢市新産業成長ビジョン　骨子（案）
②海幸金沢魅力向上計画骨子（案）

２月６日から転出届はマイナポータルからも可能に

詳しくは、
市民課　☎220-2241

引っ越しワンストップサービス 検索

金沢国際交流財団 検索

G7富山・金沢教育大臣会合開催記念事業

2月22日(水) 18:30～20:00　100人
専用フォームから申込み

2月23日(木)、3月4日(土)、5日(日)　13:30～15:00
リファーレ４階（本町1-5-3）　中学生以上の方　各回20人
県内在住外国人による各国紹介
申込み方法など詳しくは、
①国際交流課　☎220-2075（2月15日締切、申込み順）
②金沢国際交流財団　☎220-2522（2月15日必着、多数時抽選）

①石川中央都市圏・姉妹都市オンラインツアー参加者募集

②国際理解リレー講座「知ろう！学ぼう！G7の国」

子ども作品展「 第18回　名前一文字展【前期】」
２月４日（土）～26日（日）　観覧料310円
年長、小学２・４・６年生の作品を展示
金沢ふるさと偉人館　☎220-2474

２月５日(日)、11日（土）　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交付臨時窓口と
マイナポイント申請支援窓口を開設します

①

②

③

④

⑤

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20人　50円(保険料)
金沢健康福祉財団　☎222-0102(申込み順）

内　容 日　程

運動A(運動編)

お口の機能編

栄養編

運動B(身体活動編)

2/2(木)、9(木)、16(木)

2/8(水)

2/10(金)

2/21(火)

社会参加編 2/27(月)

内科：9:00～12:30
小児科：13:30～17:00
※予約必須（電話予約のみ：予約受付8:30～16:00）
金沢広域急病センター（西念3-4-25）　☎222-0099
健康政策課　☎220-2233

２月５日～３月26日の日曜祝日は
金沢広域急病センター発熱外来を開設します

２月５日（日）14:00～14:20　観覧料310円
金沢湯涌夢二館　☎235-1112（火曜休み）

ギャラリートーク
「 夢二の楽譜 - 大正・昭和初期の作詞曲と表紙絵 - 」

2月6日(月)～10日(金)は展示替えのため休館します

金沢くらしの博物館　☎222-5740

和傘制作実演
2月11日(土)10:00～17:00　　入園料310円
金沢湯涌江戸村　☎235-1267（火曜休み）

アートを楽しもう～バレンタインの絵を描こう～
２月５日（日）10:30～　
市内在住の5歳～小学6年生と保護者　６組
千寿閣　☎222-0008（申込み順）

市立図書館　会計年度任用職員（事務補助）募集
４月採用　土日祝日で月3～５日程度（シフト制）
玉川:５人程度、泉野:７人程度、玉川こども:３人程度、
金沢海みらい:３人程度
図書の配架、貸出・返却カウンター業務など
申込み方法など詳しくは、
玉川図書館　　　　  ☎221-1960（２月９日必着）
泉野図書館　  　　　☎280-2345（２月９日必着）
玉川こども図書館　☎262-0415（２月９日必着）
金沢海みらい図書館　☎266-2011（２月９日必着）

金沢市図書館 検索

２月11日（土）10:10～11:10　小学生　10人
金沢海みらい図書館　☎266-2011（申込み順）

小学生向け工作教室
「たまごの殻でペーパーウェイトをつくろう！」

金沢21世紀美術館の催し

2月11日(土)14:00～16:00　レクチャーホール　70人

２月11日（土）、３月11日（土）　10:00～　18人
アートバスに乗って、隠れた名所をまわるバスツアー
申込み方法など詳しくは、
金沢21世紀美術館　☎220-2811（申込み順）

金沢21世紀美術館 検索

①吉村正志「地域社会と見つめる『生物多様性』
　～沖縄の陸域環境調査から」

②タブレットとマーブルの金沢うためぐり

現に保育士として、都道府県知事の登録を受けている方　１人
親子の遊び場提供、子育て相談など
泉野福祉健康センター　☎242-1131（２月28日締切）

泉野福祉健康センター　
会計年度任用職員（保育士）募集

金沢健康福祉財団　職員募集

試験日:2月19日(日)　１人

S38.4.2以降生まれで、介護福祉士および普通自動車
免許（AT限定可）を有する方　若干人
申込み方法など詳しくは、
金沢健康福祉財団　☎260-0071（2月13日必着）

金沢健康福祉財団 検索

◆訪問看護師

◆介護職員


