
金沢市 ｅモニター 検索 【問い合わせ先】 広報広聴課　 220-2348　FAX220-2030

eモニター制度とは 市民のみなさまに「ｅモニター」として登録していただき、お手持ちのパソコンや携帯電話から
インターネットと電子メールを利用して、市からのアンケートにお答えいただくものです。

①募集期間 5月13日（金）まで

③定　　員 250人（応募多数の場合は選考を行います）

④任　　期 ｅモニター登録後から令和5年3月31日まで

⑤謝　　礼 アンケートにお答えいただいた方には、
任期終了時に謝礼（図書カード1,000円分）をお送りします。

詳しくは、

②応募要件 ●市内在住の方　●市政に関心を持つ、18歳以上の方
●電子メールアドレスをお持ちの方（携帯電話の電子メールアドレスも可）
●インターネットを利用できる方　●金沢市の職員ではない方

令和4年4月1日現在で、以下の要件をすべて満たしている方

eモニターへの応募

※応募は市公式ホームページ 
　内の応募フォームからのみ
　の受付となります。

【問い合わせ先】 文化政策課　 220-2442　FAX220-2069 　　bunshin@city.kanazawa.lg.jp  

締切開催日

令和４年 ４ 月１日～令和５年３月３１日 ４月３０日必着
令和４年 ７ 月１日～令和５年３月３１日 ６月２０日必着
令和４年１０月１日～令和５年３月３１日 ９月２０日必着

令和５年 １ 月１日～令和５年３月３１日 １２月２０日必着

申込み締切奨励金の額

交付対象事業

交付対象団体

（１）（２）のいずれか低い方の額【上限４０万】
（１）以下の①②の合計額（10,000円未満切り捨て）
　 ①新型コロナウイルス感染症対策費【上限２０万円】　
　 ②公演およびリハーサルや準備に係るホール・楽屋など
　　および付属設備の使用料金【上限２０万円】
（２）総事業費から入場料などの事業収入を除いた額
　※交付の回数は、１団体当たり１年度につき１回を限度

・令和4年４月1日から令和５年３月３１日までに開催する公演
・国および公益社団法人全国公立文化施設協会や実施するホールが定める新型コロナウイルス感染症
 対策を徹底して実施する公演
・国、地方自治体から他の補助金を受けていない公演
・広く一般市民が参加できること
・最も高い入場料が1,000円以下で、営利を目的としない公演
・特定の企業名などを公演名に付さないもの
・政治活動、宗教活動またはこれらに類する公演ではないこと
・金沢歌劇座、市文化ホール、北國新聞赤羽ホールで開催する公演
・交付申請団体が主催する事業であるもの

・芸術文化活動を主目的とする市民団体であること
・実施主体である団体の事務所などが金沢市内に設置されていること

【申込み・問い合わせ先】 玉川こども図書館（玉川町2-2）　 262-0415　FAX222-0610

〇金沢市立玉川こども図書館が４月１７日（日）にリニューアルオープンします！
〇令和２年度から中央地区教育施設再整備事業の一環として建設工事を進めてきました。
　地下１階地上３階建てで、１階には金沢市公文書館を併設しています。
〇子どもの読書活動推進の拠点となる図書館で、木にふれ、遊び、交流して、読書の楽しさがめばえる
　“木のひろば“や、本とデジタルでふるさと金沢を知り、世界とつながるコーナーもあります。集会室や
　交流ホールもあり、さまざまなイベントを開催します。

玉川こども図書館開館玉川こども図書館開館玉川こども図書館開館玉川こども図書館開館玉川こども図書館開館玉川こども図書館開館玉川こども図書館開館

開館日 ４月１７日（日）正午～
10:00～17:00
月曜（祝日は除く）※4月18日（月）は開館します
年末年始、特別整理期間
9:30～21:00　※休館日は使用不可
使用料は最初の30分無料、以降30分ごとに100円

開館時間
休館日

駐車場
利用案内

日時 イベント名 場所 内容 人数 募集開始

4/17(日)12:00～

4/17(日)12:00～
5/15(日)17:00

4/23(土)14:00～
(45分程度)

4/24(日)11:00～
(45分程度)

5/3(火)14:00～
(45分程度)

開館記念品の配布

絵本『おしいれのぼうけん』
複製画展

絵本のせかいへぼうけんだ！
絵本「おしいれのぼうけん」
他の朗読会

のまひょうしぎの会の
紙芝居

ワークショップ
絵本で育つ自己肯定感

正面玄関

3階
集会室

3階
交流ホール

3階
交流ホール

3階
交流ホール

オリジナル絵本バッグと
読書ダイアリーを配布

世代を超えて読み継がれ
ている絵本の複製原画を
展示

朗読家の戸丸彰子氏による
絵本の朗読

のまひょうしぎの会による
紙芝居

フリーアナウンサー
白崎あゆみ氏による
絵本ワークショップ

先着500人

どなたでも

親子30組

親子30組

親子30組

4/5(火)10：00～
(電話受付のみ)

4/12(火)10：00～
(電話受付のみ)

4/19(火)10：00～
(電話受付のみ)

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 要申込み毎週火曜日掲載 令和4年4月5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

● ホームページ、facebook ■人口 460,238人
■世帯数 208,446世帯（R4.3現在）● twitter、YouTube

いいね金沢 検索
@CityofKanazawa 検索

　詳しくは
こちらから

額谷ふれあい公園マイりんごサポーター事業
5～11月（全5回）  額谷ふれあい公園
市内在住の家族（小学生以上）40組
1年を通して、摘蕾、摘果、袋かけ、収穫などの作業を行う
電子申請サービスまたははがきに住所、参加者全員の
氏名、電話番号、メールアドレスを明記
〒920-8577（住所記載不要）　緑と花の課
220-2356(4月22日必着、多数時抽選)

パソコン教室｢ズームを楽しもう 2日間｣　受講生募集
4月23日、30日の土曜　10:00～12:00（全２回）　
6人（2人以上で開講）　3,200円
市シルバー人材センター　 222-2411
（4/12締切､申込み順）

とむろキッズ 検索

「金沢 I T部活」参加者募集
平日の火曜、木曜　18:00～20:00、
第2、4日曜　13:30～15:30（初回：5/22(日)13:30～）
金沢未来のまち創造館　500円/回
市内在住または在学の中学生～高校生　9人
詳しくは、
産業政策課　 220-2204（5月9日締切）

金沢IT部活 検索

犬のしつけ教室受講者募集（全３回）
講義：5/5（木）10:00～12:00（犬同伴不可）
実習：5/21（土）、6/4（土）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 ※その他要件あり
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

金沢市農業センター 検索

「金沢おやこ農業塾」塾生募集
5～10月の土曜　9:00～10:30（月1回、全6回）
市内在住の小学1～6年生とその保護者　10組（1組3人まで）
野菜や花の栽培、収穫などの農作業体験　1,000円/組
応募方法など詳しくは、
市農業センター　 249-2744     　　　　　
　 nougyou_c@city.kanazawa.lg.jp
（4月19日必着、初めての方優先、多数時抽選）

千寿閣のびのび体操
4月11日、25日の月曜　10:30～11:30
千寿閣　 222-0008

湯涌みどりの里　そば打ち体験教室　火曜休み
4月9日(土)　10:00～11:30、13:30～15:00 
市民 各12組（2～4人/組）　2,000円/組
金沢湯涌みどりの里　 235-8033（4/7締切、申込み順）

介護職員募集
勤務地：デイサービスセンター駅西苑、介護認定調査事務所
S38.4.2以降生まれで、介護福祉士の資格と普通自動
車免許を有する方　詳しくは、
金沢健康福祉財団　 260-0071（4月30日必着）

金沢健康福祉財団 検索

なるほど、なっとく！健康講習会
｢自分でできる腸活のススメ～便秘予防のコツを学ぼう～」

4月12日(火)、20日（水）13:30～14:30   100円
金沢健康プラザ大手町東館　65歳以上の市民　各20人
金沢健康福祉財団　 222-0102（申込み順）

ギャラリートーク「お茶とお香の小さな道具の世界」
4月8日（金）､9日（土）14:00～14:50　  観覧料310円
中村記念美術館　 221-0751

収蔵作品展－近現代の絵画・彫刻－
4月8日（金）～5月27日（金）10:00～17:00　
※土日祝日と5月2日（月）除く
金沢美術工芸大学　美術工芸研究所　 262-3519

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

◆特別相談　※事前面接要

遺伝の病気などについての相談
毎月第4水曜14:00～15:00　市民
遺伝に関わる気がかりや悩みについての相談
泉野福祉健康センター　 242-1131

市民税課　事務補助（会計年度任用職員）募集
採用期間：5月27日（金）～6月24日（金）
申告書の受取・資料整理・データ入力など １人程度
指定の採用試験申込書を郵送
市民税課　 220-2162（4月28日消印有効）

教育プラザ施設予約システムの利用開始について
4/20（水）9：00～  ※4/18(月)､19（火）は予約全面休止
研修室や体育館の利用予約をオンライン化
詳しくは、
学校教育センター　 243-1039

金沢市教育プラザ 検索

マイナンバーカード申請用顔写真撮影サービスを
開始しました

市民課（第一本庁舎1階）および各市民センター
申請時に必要な顔写真を市職員が撮影
市民課　 220-2150

第71回金沢百万石まつり　百万石行列　
御殿女中役（あやめ隊）参加者募集

百万石行列開催日：6月4日（土）
行列当日に市内の小学校5～6年に在学する女児　55人
応募方法など詳しくは、
第71回金沢百万石まつり実行委員会　 263-1151
(４月15日消印有効、申込み順)

金沢百万石まつり 検索

平日昼間限定　お帰り乗車券プレゼント
配布利用期間：9月30日(金)までの平日10:00～16:00
まちなかの対象店舗などで一定額以上の商品を
お買い上げまたは飲食された方
詳しくは、
交通政策課　 220-2038（先着順）

お帰り乗車券 検索

春の宵 ドウダンツツジのライトアップ
4月22日(金)､23日(土)18:00～20:00(入館は19:30まで)
入館料310円
寺島蔵人邸　 224-2789 （火曜休み）

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）

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

金沢市図書館が出張します！

詳しくは、
玉川図書館　 221-1960

金沢市図書館 検索

日時 場所

安原公民館
イオンもりの里店

犀川公民館
イオン金沢店

第1･3木曜　14：00～16：00
第2･4金曜　14：00～16：00

第2･4月曜　14：00～16：00
第2･4火曜　10：30～12：30

協働のまちづくりチャレンジ事業　企画募集
様々な行政課題を解決する事業、地域を元気にする
事業など、金沢市とパートナーシップで取り組む
“まちづくり企画”を募集
詳しくは、
協働をすすめる市民会議　 220-2026（5月12日必着）

金沢市協働のまちづくりチャレンジ事業 検索

2022年戸室市民ビオトープ活動 参加者募集
4～11月の毎月第3土曜（全8回）※4月のみ第4土曜
初回：4月23日（土）9:00～12:00
戸室リサイクルプラザ
20人　ビオトープでの自然観察、作物栽培など
環境政策課　 220-2507（申込み順）

国際理解講座
「ルーヴル美術館と日本のつながり」

4月23日（土）13:30～15:00　 リファーレ４階
高校生以上　15人　500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
（4月14日必着、多数時抽選）

元気に長生き！新しい生活様式のフレイル予防

4月18日（月）、22日（金）14:00～15:00　千寿閣　
フレイル予防の講話、Zoomの使い方紹介
65歳以上の市民  各回5人 100円

4月27日（水）14:00～15:00  各ご自宅（Zoomで配信）
理学療法士によるフレイル予防の講話、実技
詳しくは、
金沢健康福祉財団　 222-0102（①申込み順）

金沢健康福祉財団 検索

◆Zoomで繋がろう

◆Zoomで学ぼう

かなざわスポーツねっと 検索

短期ラグビーアカデミー　参加者募集（全9回）
4/13～6/22の水曜（5/4、6/1を除く）16:30～17:30
市営球技場　※雨天時は市総合体育館   
小学1～4年生　20人　6,300円
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　 247-9019

金沢市女性安心生活支え合い支援事業 検索

女性安心生活支え合い支援事業　委託団体募集
様々な困難を抱える女性に対し、相談や居場所の
提供などの支援を行うNPOなど民間団対を募集
詳しくは、
ダイバーシティ人権政策課　 220-2095（4月25日必着）

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　 73,150円
※新規事業者、創業3年未満の方は減額制度あり
クラフト政策推進課　 220-2373(4月28日必着)

令和4年度金沢の文化の人づくり助成事業　募集
5月～来年3月に開始する研修
詳しくは、
※申請期限は研修開始月によって異なります
文化政策課　 220-2442

金沢の文化の人づくり 検索

令和4年度経験者陶芸講座 受講生募集
4/21～来年3/31の隔週木・金曜 10:00～、13:00～（全8クラス)
陶芸講座の受講経験のある市民 各12人 12,000円／年
はがきに住所、氏名、電話番号を明記
〒920-0822　東長江町辺2-1　
千寿閣　 222-0008（4月12日必着、多数時抽選）

日　時 内　容 場所・問い合わせ先

市スポーツ事業団
☎247-9019

金沢くらしの博物館
☎222-5740

泉鏡花記念館
☎222-1025
（4/6～受付、申込み順、
火曜休み）

ごみ減量推進課
☎220-2302
（4/22必着、多数時抽選）

徳田秋聲記念館
☎251-4300
（4/7～受付、申込み順）

金沢能楽美術館
☎220-2790
（申込み順）

5/7（土）
13:00～17:00

水曜
15:15～16:15

5/1（日）
10:15～11:15

5/7（土）
9:30～11:30

5/7（土）
11:00～11:40
14:00～14:40

5/7（土）
10:30～12:00、
14:00～15:30

5/8（日）
14:30～16:00

5/14（土）
10:00～
15（日）
14:00

5/19～3/16
の木曜
10:00～11:00

5/11（水）
10:00～12:45

5月中旬

展示替えのため4/12（火）から15（金）まで
休館します

おもしろ実験・観察教室
「浮き沈みのしくみを知ろう」
小学4年生 12人 300円

5月「写謡の会」(演目：藤栄・須磨源氏)
参加者募集
30人 　500円と観覧料310円

キッズチャレンジ体育教室　受講生募集
鳴和台市民体育会館
年中～年長児　月額3,400円

子ども科学スタジオ「３Dで見てみよう」
年長児～小学2年生と保護者 
各16組(2人1組)　100円

おもしろ実験・観察教室「放射線って何？
～身のまわりの放射線を測定しよう～」
小学5年生～中学生　10人 300円

ギャラリートーク
「秋聲をつなぐ人々」
各回5人 観覧料310円

金沢市職員採用 検索

金沢市職員採用試験説明会Web版
金沢市職員採用試験の受験に関心のある方
詳しくは、

高齢者健康づくり体力増進教室 （全40回）
R４.4/1現在65歳以上の運動のできる市民　25人
運動実技を中心とした健康づくり教室　4,000円

6/7～7/19
の火曜

6月～3月まで
（初回6/19（日））

運動普及推進員養成講座（全7回）
金沢健康プラザ大手町東館など　25人

講演「鏡花本14冊―澁澤龍彥・須永朝彦・
小村雪岱・種村季弘・山尾悠子・中川学」
ITビジネスプラザ武蔵　40人

とむろキッズの森リユース市
戸室リサイクルプラザ　市民80組
申込みは電子申請サービスで、

金沢宇宙塾キッズ・ジュニアコース
塾生募集（全4回）
キッズ：市内在住の小学1～3年生と保護者　20組
ジュニア：市内在住の小学４～６年生  30人
1,500円　往復はがきで申込み

娚杉少年の森　春の親子キャンプ
娚杉少年の森　
市内在住の高校生までの子と家族  
20組　往復はがきで申込み

金沢健康福祉財団
☎222-0102
（4/27締切、多数時抽選）

長土塀青少年交流センター
☎220-2102
（4/20消印有効、
　　　　多数時抽選）

人事課 
☎220-2079
（4/28 17:00締切）

金沢・健康を守る市民の会
☎222-0103（5/7締切）

銀河の里キゴ山
☎229-1141
（4/20必着、
　　　多数時抽選）

金沢子ども科学財団
☎221-2061
（4/7～受付、
　4/27締切、
　多数時抽選）
HPから申込み
詳しくは、
金沢子ども科学財団 検索



「木の文化都市」を目指した金沢のまちづくりが始まります「木の文化都市」を目指した金沢のまちづくりが始まります「木の文化都市」を目指した金沢のまちづくりが始まります「木の文化都市」を目指した金沢のまちづくりが始まります「木の文化都市」を目指した金沢のまちづくりが始まります

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

◆いいね金沢（北陸放送）
　4月16日（土）17：15～17：30
　「金沢マラソン2022」

◆金沢コミュニティチャンネル
（金沢ケーブル031ch）
　「図書館が走ってきた！
　　　　　　　　自動車図書館」

～歴史・自然・文化と調和した金沢ならではの歴史・自然・文化と調和した金沢ならではの
　　　　　　　　　　　　品格と魅力のある都市の実現を目指して～　　　　　　　　　　　　品格と魅力のある都市の実現を目指して～
～歴史・自然・文化と調和した金沢ならではの
　　　　　　　　　　　　品格と魅力のある都市の実現を目指して～

【問い合わせ先】 都市計画課　 220-2351　FAX222-5119

「木の文化都市・金沢」の目指す姿「木の文化都市・金沢」の目指す姿

木がもつ優れた特性木がもつ優れた特性

「木の文化都市・金沢」の目指す姿

木がもつ優れた特性

　　まちなみや生活に幅広く「木」を取り入れ、木の優れた特性を
　　まちづくりに生かした持続可能な仕組みを備えるまち

断熱性
調湿性

安らぎ
癒やし
リラックス
効用

環境保全
機能

再生可能
資源

未来へつなぐ陶来へつなぐ陶芸―伝統工芸のチカラ展伝統工芸のチカラ展未来へつなぐ陶来へつなぐ陶芸―伝統工芸のチカラ展伝統工芸のチカラ展未来へつなぐ陶来へつなぐ陶芸―伝統工芸のチカラ展伝統工芸のチカラ展未来へつなぐ陶芸―伝統工芸のチカラ展
伝統的な陶芸の歴史をつくってきた日本工芸会陶芸部会の活動
が2022年に50周年を迎えたことを記念して、伝統陶芸の活動の
歩みと未来へとつなぐ陶芸の技と美を、歴代の人間国宝の名品
から新進作家らの最新作まで、137人の139点で紹介します。

隠﨑隆一　
《備前広口花器》 
2012年 東京国立近代美術館蔵

松井康成 
《練上嘯裂文大壺》
1979年　茨城県陶芸美術館蔵

「金沢市における木の文化都市の継承と創出の推進に関する条例」を制定し、令和4年4月から施行しました。

 　金沢は、木を用いた伝統工芸や金澤町家など多くの歴史文化資産を有しており、これらの保全と活用を
　継承しつつ、鼓門などに代表される木を活用した新たな都市空間の創出に努めていきます。

【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）

観覧料
休館日
開館時間

会期 6月19日（日）まで
9:30～17:30（入館は17:00まで）
月曜
900円（大学生600円、高校生300円）

※中学生以下、障害者手帳をお持ちの方と付添者（1人）は無料

■主催
東京国立近代美術館、公益社団法人日本工芸会、NHKエンタープライズ中部、
北國新聞社

●オンラインによる事前予約（日時指定・定員制）を導入しています
●当日券も若干数ご用意しています
●電話でのご予約は受け付けていません
詳しくは、国立工芸館 検索

毎週火曜日掲載 令和4年4月12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

市税の特別納付相談窓口を開設します
4月17日（日）9:00～17:30、28日（木）17:45～20:00
税務課（第一本庁舎2階）　 220-2171・2172・2173

子どもマイスタースクール10期生修了作品展
4/15（金）まで 9:00～17:30　※最終日は15:00まで
市役所第二本庁舎 1階エントランスホール
飾り皿、植木鉢、ミニ鬼瓦などを展示
金沢職人大学校　 265-8311

展覧会「6人の春と100個のボタン 2022」
4/13（水）～24（日） 11:00～17:00　※最終日は16:00まで
金沢・クラフト広坂　 265-3320

生活・学習支援ボランティア募集
18～30歳程度のボランティア活動が可能な大学生など
ひとり親家庭などを訪問し、小学生～高校生の
学習支援などを行う
子育て支援課　 220-2285

手づくり工作教室（牛乳パックの迷路）
4月16日（土）10:30～16:00
材料がなくなり次第、終了
千寿閣　 222-0008

「フレイルチェック」をしてみませんか
5/9（月） 13:30～15:00　泉野福祉健康センター
5/12（木）13:30～15:00　金沢健康プラザ大手町　
概ね65歳以上の市民　各10人
金沢・健康を守る市民の会　 222-0103（申込み順）

金沢市 消費者トラブル出張寄席・出張漫才 検索

金沢ボランティア大学校　受講生追加募集
受講期間：5月～来年2月　中央公民館彦三館など
市内または近郊在住の18歳以上の方　各コース25人　
詳しくは、　　　　　　　　　　　　1コース5,000円
金沢ボランティア大学校　
233-2456（5/13必着、申込み順）

金沢ボランティア大学校 検索

学用品費・給食費を援助します
市内の小中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、
経済的理由で子の就学が困難であると認められる方
申請書は学校から配布します
詳しくは、
通学している学校または教育総務課　 220-2477

金沢市　就学援助 検索

市内に所在し活動する団体・グループ
※政治・宗教団体、営利目的の集会を除く
団体・グループが開催するイベントに落語家・漫才師を派遣
詳しくは、
ダイバーシティ人権政策課　
220ｰ2095（4月28日締切、未受講の団体優先）

消費者トラブル出張寄席・出張漫才
～消費者トラブルについて落語・漫才でわかりやすく伝えます～

次の要件を全て満たす団体やグループ
・民間の非営利団体（法人格の有無は問わない）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、運営が可能な体制が確保されていること
・宗教、政治、暴力団関係団体でないこと
詳しくは、
ダイバーシティ人権政策課　 220-2095（5月13日必着）

金沢市　DV協働 検索

DV被害者と子どもの支援を行う
市民グループ・団体を募集しています

犬・猫を合わせて6頭以上飼うようになった日から30日以内
※令和4年4月1日の時点で、すでに犬・猫を合わせて
　6頭以上飼っている方は6月30日までに提出
詳しくは、
動物愛護管理センター　 258-9070

金沢市　多頭飼養届出制度 検索

市内で犬・猫をあわせて6頭以上飼育している方は
届出が必要です

詳しくは、
金沢健康福祉財団　 222-0102

金沢健康福祉財団 検索

動画配信中「なるほど、なっとく！健康講習会
～ラジオ体操を学ぼう～」

6月19日（日）10:00～12:00
金沢勤労者プラザ　40人
参加者全員にエンディングノート1冊を進呈
金沢勤労者福祉サービスセンター　
234-7871 （4月13日10:00～受付、申込み順）

「 生前整理」のポイント＆
エンディングノートの書き方セミナー

4月28日（木）9:00～11:30  市民15人
金沢健康プラザ大手町集合～金沢蓄音器館解散
600円（金沢市文化施設共通観覧券「1Dayパスポート」を含む）
行程約2.5km 駐車場なし 小雨決行
金沢健康福祉財団　 222ｰ0102（申込み順）

健康ウオーキング
「文化施設巡りウオーキング」

金沢くらしの博物館の催し

4月16日（土）～6月5日（日）

4月24日（日）11:00～、14:00～　各回10人
観覧料310円
金沢くらしの博物館　 222-5740（②申込み順）

①企画展「端午の節句展 ～時代を表す武将たち～」

②ギャラリートーク「端午の節句展」

金沢湯涌創作の森の催し

4月17日（日）14:00～16:00　10人

4月23日（土）、24日（日）10:00～16:00
8人　2,800円（材料費込み）

4月23日（土）、24日（日）10:00～16:00
各回5人　3,500円
金沢湯涌創作の森　 235-1116（火曜休み、申込み順）

◆版画ってなんだろう？ ～知るともっと面白い版画の世界～

◆版画の学校「エッチング、アクアチント（銅版画）」（全2回）

◆染講座「鯉のぼり 手ぬぐい」

湯涌みどりの里の催し

4月23日（土）10:00～11:30、13:30～15:00
各12組　1組2,000円（2～4人/組）

毎月第2・4木曜　13:00～16:30　初回：5月12日（木）
市内在住で1年間継続して受講できる方 10人　
1人　2,500円/回
往復はがきに教室名、住所、氏名、電話番号、①は人数、
希望時間も明記し応募　〒920-1122　湯涌荒屋町47
金沢湯涌みどりの里　 235-8033
（火曜休み、①4/17消印有効、②5/1消印有効、多数時抽選）

①そば打ち体験教室

②そば打ち入門講座

金沢文芸館の催し

5～12月 14:00～15:00 初回5月8日（日）

5～12月 10:30～12:00 初回5月14日（土）

5～7月 10:30～12:00 初回5月21日（土）

5～12月 15:00～16:30 初回5月21日（土）
中学生以上 10人
①観覧料100円、②④4,000円、③1,500円
※高校生以下無料
金沢文芸館　 263-2444
（火曜休み、4月13日10:00～受付、申込み順）

①朗読会 五木寛之作「青春の門」（全8回）

②初心者のための小説入門講座（全8回）

③俳句入門講座（全3回）

④小説講座～短篇小説を書いてみよう～（全8回）

金沢子ども科学財団の催し

5月14日（土）10:00～12:00
夕日寺健民自然園
小学3年生 15人 300円

5月14日（土）10:30～12:00、14:00～15:30
年長児～小学2年生と保護者　各1人
各回16組　100円
HPから申込み　詳しくは、
金沢子ども科学財団　 221-2061
（5/4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「池にひそむ生き物を観察しよう」

◆子ども科学スタジオ「偏光板しおりをつくろう」



充実のプログラム
金沢南総合運動公園、市営陸上競技場、市営球技場金沢南総合運動公園、市営陸上競技場、市営球技場金沢南総合運動公園、市営陸上競技場、市営球技場
2022.5.22（日）9：30～16：009：30～16：009：30～16：00

定員に達し次第、締め切ります。
4/19（火）～5/16（月）

詳細、お申込みは
Webで！

おかげさまで４０年
公益財団法人

金沢市スポーツ事業団
247-9018　FAX245-6466

スポーツ振興の金沢市スポーツ事業団と緑化推スポーツ振興の金沢市スポーツ事業団と緑化推
進の金沢まちづくり財団が統合したことを記念進の金沢まちづくり財団が統合したことを記念
して、満開のバラ園を背景に、スポーツとみどりして、満開のバラ園を背景に、スポーツとみどり
に親しむイベントを開催します。に親しむイベントを開催します。

スポーツ振興の金沢市スポーツ事業団と緑化推
進の金沢まちづくり財団が統合したことを記念
して、満開のバラ園を背景に、スポーツとみどり
に親しむイベントを開催します。

●小山内健さんローズトークショー
●GPSアート・ジョグ
●スロージョギング教室
●ポールウォーキング教室
●青空ヨガ教室
●若い力チャレンジ
●あそぼう広場
●寄せ植え教室
●ウッディアート
●バラ品種当てチャレンジ

申込期間

心と体に

げんき
充電

金沢市スポーツ事業団、金沢まちづくり財団
財団統合記念イベント

♡
【問い合わせ先】 金沢マラソン組織委員会事務局　 220-2726　FAX261-2552

KM2022 10月30日（日）開催！　お申込みは大会HPから

12,000人 ※定員を超えた場合は抽選となります
5月25日（水）まで

金沢マラソン 検索

　定員

募集期間

ランナー募集

今年も感染症防止対策を徹底し、
ランナー・ボランティアをはじめ、
大会に関わる全ての方が
安全・安心に参加できる大会運営
を行います。

金沢マラソン2022

4月19日（火）から参加ランナー募4月19日（火）から参加ランナー募集！4月19日（火）から参加ランナー募4月19日（火）から参加ランナー募集！4月19日（火）から参加ランナー募4月19日（火）から参加ランナー募集！4月19日（火）から参加ランナー募4月19日（火）から参加ランナー募集！4月19日（火）から参加ランナー募集！

7:00～20:00投票時間
「投票のご案内」はがきを世帯主あてに送付します。
ご本人の投票所入場整理券を切り離して、はがきに記載の投票所にお持ちください。
お忘れになっても投票できます。
※最近住所を変えた方は、引っ越しの時期によって投票場所が異なる場合があります。

投 票 所

8:30～20:00

10:00～20:00

投票日に投票所へ行けない方は、
期日前投票ができます

期日前投票所 投票時間
金沢市第一本庁舎
森本・金石・犀川・安原・額・押野・浅川の各市民センター
泉野・元町の各福祉健康センター、西部環境エネルギーセンター

4月24日（日）は 参議院石川県選挙区選出議員参議院石川県選挙区選出議員
                                     補欠選挙の投票日です！！補欠選挙の投票日です！！
参議院石川県選挙区選出議員参議院石川県選挙区選出議員
                                       補欠選挙の投票日です！！補欠選挙の投票日です！！
参議院石川県選挙区選出議員
                   補欠選挙の投票日です！！

アル・プラザ金沢

4/23（土）
まで投票所入場整理券の裏面

にある「宣誓書」を事前にご記入のうえ、
期日前投票所にお持ちください

～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

投票日のおでかけは、投票所経由投票日のおでかけは、投票所経由で！投票日のおでかけは、投票所経由で！

【問い合わせ先】 金沢市選挙管理委員会　 220-2077　FAX260-5254

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

テレビ広報

◆みまっし金沢（石川テレビ）
　4月23日（土）17:25～17:30
「スポーツとみどりdeハッピーフェスタ」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
「図書館が走ってきた！自動車図書館」

毎週火曜日掲載 令和4年4月19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 　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

あいうえお

樹木害虫チャドクガに注意！
4月下旬からサザンカ・ツバキ類に発生が予想されます。
各世帯において早期発見・自主防除をお願いします。
緑と花の課 220-2356

講演会 「漱石『私の個人主義』と日本人」
4月29日（金）11:00～12:00   30人
講師：北陸学院大学准教授　井上克洋氏
玉川図書館 221-1960（10:00～受付、申込み順）

木版画教室生徒募集中
4月～来年3月　第2・4日曜　13:00～16:00　3人
1,500円/回（5回綴り回数券7,000円）
金沢湯涌創作の森 235-1116（火曜休み、申込み順）

あいうえお企画展「前田土佐守家をささえた古文書と伝来品」
4月23日（土）～7月3日（日）　入館料310円
※展示替えのため4月22日（金）まで休館します
前田土佐守家資料館 233-1561

湯涌みどりの里　そば打ち体験　　火曜休み
5月7日、21日の土曜　10:00～11:30、13:30～15:00
市内在住の方　各回12組（2～4人）　2,000円/組
往復はがきに住所、氏名、電話番号、人数、希望日時を明記
〒920-1122　湯涌荒屋町47　金沢湯涌みどりの里
235-8033（4/29消印有効、多数時抽選）

からだとこころのリラックス教室
「こころとからだの健康」

5月13日（金）14:00～15:30　
金沢健康プラザ大手町　市民　30人　100円
精神科医・スポーツ指導員による講話と実技
金沢健康福祉財団 222-0102（申込み順）

あいうえお「金沢建築館ギャラリートーク」参加者募集
4月24日（日）11:00～12:00　企画展観覧料800円  10人
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
247-3031（当日先着順）

はじめてのお香入門～香りを楽しむ～
5月15日（日）10:00～、13:30～　各20人　
1,000円（茶菓券付、観覧料含む）
中村記念美術館 221-0751（申込み順）

きらめきコンサート　ブラームス最円熟期の名曲を聴く
～クラリネットとピアノで織りなす珠玉の調べ～　火曜休み

5月7日（土）14:00～15:00　35人　500円
安江金箔工芸館 251-8950
（4/20 9:30～受付、申込み順）

国際博物館の日記念　
黄昏スペースツアー「こしらふ」　参加者募集

5月18日（水）18:30～19:30　15人　500円　
ライトアップ・ダウンされた館内案内とミニトークイベント
鈴木大拙館 221-8011（申込み順）

こなん水辺楽校「稲作体験」生徒募集（全3回）
田植え体験：5月29日（日）9:00～11:00　ほか2回
こなん水辺公園（東蚊爪町）　市内在住の家族　15組
田植え、稲刈り、収穫祭
緑と花の課 220-2356（5月9日締切、多数時抽選）

ひとり親家庭の奨学金・進学資金セミナー　参加者募集
5月29日（日）10:00～11:15　県女性センター
市内在住の高校生の子をもつひとり親家庭の方　20人
奨学金制度・進学にかかる費用についての説明
市母子寡婦福祉連合会 224-3417
（5/20締切、申込み順）

古文書講座 入門・初級・中級（各全8回）
6月～来年3月までの土曜日 13:00～14:10、15:00～16:10
【入門】第2土曜、【初級】第4土曜、【中級】第3土曜
玉川図書館　重複応募・時間選択不可　 各30人 1,500円
はがきに講座名、住所、氏名、電話番号を明記
〒920-0863　玉川町2-20　玉川図書館近世史料館
221-4750(5/13消印有効,多数時抽選)

金沢職人大学校　
子どもマイスタースクール11期生　生徒募集

6月11日（土）～令和6年3月23日（土）までの2年間
原則第2・4土曜　13:30～16:30
小学4年生～中学1年生  15人
大工や建具職人などの指導による実習体験
詳しくは、
往復はがきに住所、子と保護者の氏名（ふりがな）、
電話番号、学校名・学年、性別（保険のため）を明記
〒920-0046  大和町1-1　金沢職人大学校
265-8311（5月9日必着、多数時抽選）

金沢職人大学校 検索

あいうえお喫茶スタッフ（パート）　募集
詳しくは、
中村記念美術館 221-0751

中村記念美術館 検索

金沢市学生の
まちなか居住・地域活動促進奨励金

まちなか区域に居住し、地域活動を行う学生　50人
1人あたり10万円＋交通費（Ica2万円相当）などを支給
詳しくは、
市民協働推進課 220-2026（5/10締切）

まちなか居住・地域活動促進奨励金 検索

子ども科学スタジオ
「走らないで回せるツリー三段風車にチャレンジ」

5月21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
HPから申込み　詳しくは、
金沢子ども科学財団 221-2061
（5/11締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

金沢蓄音器館の催し         　　   火曜休み

5月1日（日）14:30～、16:30～　各18人　1,000円

5月5日（木）14:30～　18人　500円

5月14日（土）14:30～　18人　観覧料310円

5月21日（土）14:30～　18人　観覧料310円

5月28日（土）14:30～　18人   観覧料310円
金沢蓄音器館 232-3066
（4/20 10:00～受付、申込み順）

◆コンサート「風と緑の楽都音楽祭2022　ロマンのしらべ」

◆SP盤鑑賞会「絵本と童謡のコラボレーション」

◆SP盤鑑賞会「時代を飾った歌物語」

◆SP盤鑑賞会「音盤の記憶」

◆SP盤鑑賞会「蓄音器　不思議の音色」

ひとり親・寡婦の方へのお知らせ

6月26日（日）～12月4日（日）　県女性センター
ひとり親家庭および寡婦の方　5人　教材費15,000円

7月3日（日）～9月11日（日）　教育プラザ富樫
ひとり親家庭および寡婦の方　5人　教材費など17,700円

7月3日（日）～9月25日（日）　教育プラザ富樫
ひとり親家庭および寡婦の方　15人　教材費など9,342円
所定の用紙で申込み
市母子寡婦福祉連合会 224-3417
（6/10必着、多数時抽選）

①ひとり親・寡婦の方の介護福祉士実務者研修（全13回）

②ひとり親・寡婦の方の医療事務講座（全10回）

③ひとり親・寡婦の方のパソコン講座（全11回）

銀河の里キゴ山の講座　参加者募集

5月20日～11月25日の金曜　19:00～20:00
18歳以上の市民（高校生不可）　20人
詳しくは、

5月21日（土）～22日（日）　1人2,500円
市内在住の小中学生と保護者　12組40人
ハイキング、テント泊、野外炊飯など
往復はがきに講座名、住所、氏名、電話番号、
②は年齢、性別（保険のため）を明記　
〒920-1141　平等本町カ13-1　銀河の里キゴ山
229-1141（①5月6日必着、②4月29日必着、多数時抽選）

銀河の里キゴ山 検索

①おとなの宇宙塾（全8回）

②キゴ山親子自然体験塾・春

市聴力障害者福祉協会の講座　参加者募集

5月21日～8月6日の土曜　10:00～12:00
市内在住の聴覚に障害のある方と関係者　15人　教材費実費

6月11日～8月20日の土曜（8/13を除く）13:00～15:00
市内在住、在勤、在学の18歳以上の方（高校生不可）　10人
市聴力障害者福祉協会 233‐7729　FAX233‐9011
（①5月8日、②5月31日締切）

①難聴・中途失聴者コミュニケーション講座（全12回）

②要約筆記入門講座（全10回）

留学生による世界の文化紹介講座～カンボジア編～
5月15日（日）13:30～15:00　リファーレ4階
高校生以上　15人　500円
メールまたは往復はがきに講座名、住所、氏名、電話番号を明記  
〒920-0853   本町1-5-3   kief@kief.jp 
金沢国際交流財団 220-2522
（4/28　17:00必着、　多数時抽選）

あいうえお金沢市旧町名復活審議会委員　募集
任期2年　年1回程度開催　
20歳以上の市民 2人程度
所定の用紙に必要事項と応募動機（400字程度）を
記入し郵送、FAX、メールで応募
〒920-8577（住所記載不要） 市民協働推進課
kyoudou@city.kanazawa.lg.jp
220-2026  FAX260-1178(5月11日必着)

あいうえお金沢ふるさと偉人館の催し

4月23日（土）～5月5日（木）　小学生

4月23日（土）～8月28日（日）　観覧料310円
金沢ふるさと偉人館 220-2474

◆館内クイズラリー「春の陣」

◆企画展「中西悟堂　まぼろしの野鳥図鑑」

あいうえお千寿閣の催し

4/23（土）10:30～14:30　20人　※材料がなくなり次第終了

4/24（日）10:30～12:30　市民12人　2,000円
千寿閣 222-0008（②9:00～受付、申込み順）

①バルーンアート教室

②季節の寄せ植え教室

①②10:00～12:00、③13:30～15:30　
各7人（2人以上で開講）
①②パソコン操作ができる方、③初心者対象
①②6,400円＋テキスト代　③9,600円＋テキスト代
市シルバー人材センター 222-2411（4月26日締切、申込み順）

パソコン教室　受講生募集
日程 回数講座名

① パワーポイント入門
②

5/1～22の日曜 4
パソコン会計入門

③

5/7～28の土曜 4

パソコン入門 5/8～6/12の日曜 6

【問い合わせ先】 介護保険課
220-2264　FAX220-2559

４月20日（水）～22日（金）
9:00～20:00

日時

場所 介護保険課（第一本庁舎1階）

（※1）旧ただし書き所得とは、総所得金額等から43万円の基礎控除を差し引いた金額です。
（※2）未就学児については、均等割額が1/2軽減となります。

国民健康保険（国保）財政は、高齢化や医療の高度化などに伴う1人当たり医療費の増加などにより、引き続き厳しい状
況が続いていくと見込まれます。財政運営の責任主体である県が提示する標準保険料率に準拠しつつ、市民生活への影
響に配慮し、基金などからの繰り入れにより保険料率を引き下げました。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

被保険者全員 40歳以上64歳までの方
区分 医療分 支援分 介護分

所得割
被保険者全員の旧ただし書き所得（※1）の

7.62％ → 7.40％ 2.58％ → 2.32％ → 2.34％
平等割 21,480円 → 19,800円 6,720円7,080円 → 6,000円 →
均等割 （※2）24,000円 →【据置】

【据置】

【据置】
【据置】
【据置】

【据置】
（※2）10,320円 → 11,880円 →

170,000円630,000円賦課限度額 610,000円 → 190,000円→ 160,000円 →

令和4年度の令和4年度の国民健康保険料率国民健康保険料率のお知らせお知らせ令和4年度の国民健康保険料率のお知らせ 介護保険料特別相談窓口の介護保険料特別相談窓口の
開設について開設について

介護保険料特別相談窓口の
開設について

4月20日（水）～22日（金）　９：00～20：00
医療保険課（第一本庁舎１階）

日時
場所

保険料特別相談窓口の開設について保険料特別相談窓口の開設について保険料特別相談窓口の開設について

【問い合わせ先】 医療保険課　問い合わせ先】 医療保険課　 220-2255～2258   FAX 232-5644220-2255～2258   FAX 232-5644【問い合わせ先】 医療保険課　 220-2255～2258   FAX 232-5644



【問い合わせ先】 都市計画課　 220-2351　FAX222-5119

募集要項など詳しくは、

 この事業は、学生の皆さんが実際のまちづくりにコミットメントする機会を創出するとともに、
今後のまちづくりに新しい発想を活かしていくことを目的としています！
意欲ある学生の皆さんのたくさんのエントリーをお待ちしています！

金沢ミライまちづくり 検索

10月８日（土）金沢東急ホテル
公開プレゼンテーションによる審査・表彰を予定

成果発表

応募資格

応募期間

応募方法 エントリー用紙に必要事項を記入し、
下記のメールアドレスへ送信してください。
[提出先]       tokei@city.kanazawa.lg.jp

 　まちなかなどの公共空間、地域コミュニティなどの生活空間に「木」を取り入れ、
憩いや賑わいの創出につながる新たなまちづくりのアイデアを提案してみませんか。

テーマ『“木”を取り入れた公共デザイン』
〈ジャンル・キーワード例〉交通、歩行空間、地域コミュニティなど

※応募者を対象に金沢のまちづくりについて現地で学ぶフィールドワークを開催します。

５月31日（火）まで

第2回「木の文化都市・金沢　ミライまちづくり」第2回「木の文化都市・金沢　ミライまちづくり」
学生のみなさんの提案を募集します！学生のみなさんの提案を募集します！
第2回「木の文化都市・金沢　ミライまちづくり」
学生のみなさんの提案を募集します！

大学・大学院・短期大学・高等専門学校に所属する学生または
卒業３年以内の社会人の方（満30歳未満）

金沢のミライをデザインし、発表してみませんか？

ゴールデンウィーク期間中の金沢市内中心部は大変混雑します。

【問い合わせ先】 交通政策課　 220-2038　FAX220-2048

検索金沢の交通政策

金沢市内の観光・イベント参加は

無料臨時駐車場からのバス・鉄道の運賃は自己負担となります。
無料臨時駐車場は台数に限りがあります。
満車の場合は、他の無料臨時駐車場または近隣の有料駐車場を利用
してください。その他、休日パーク・アンド・ライド駐車場の北鉄石川線
額住宅駅前駐車場（22台・無料）も利用できます。
詳しくは、

実施日 ５/3
（火）

５/4
（水）

●ひがし茶屋街●ひがし茶屋街
卯辰山公園卯辰山公園

●
金沢市役所
●

金沢市役所建設総合センター駐車場
（84台）

金沢駅金沢駅 NTT鳴和駐車場
（100台）

犀　川
犀　川

東金沢駅東金沢駅

兼六園
●

兼六園
●

東金沢駅西口
パーク・アンド・ライド

駐車場
（110台）

北陸
自動
車道

北陸
自動
車道

石川県庁駐車場
（600台）

パーク・アンド・ライド
駐車場案内
利用時間

８:00～18:00
（県庁駐車場は21:00まで）

花き市場駐車場
(70台)

※5/3のみ利用可能です。

森本駅東口
パーク・アンド・ライド
駐車場（23台）

右図の駐車場を
  無料で使用できます！

森本駅森本駅森本駅

5月の人権相談
 6 日（金）第一本庁舎2階　13:00～15:00
11日（水）材木公民館　　 13:00～16:00
25日（水）富樫公民館      13:00～16:00
ダイバーシティ人権政策課　 220-2095

KANAZAWA本の森読書会「残像に口紅を」
5/19（木）19:15～20:15  10人　※本は各自でご準備ください
玉川図書館　 221-1960(10:00～受付、申込み順)

マイナンバーカード交付臨時窓口開設のお知らせ
5月15日(日) 9:00～17:00
市民課（第一本庁舎1階）　 220-2150

子ども科学スタジオ「ミニコプターをつくってとばそう」
5月28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
ＨＰから申込み　詳しくは、
金沢子ども科学財団　 221-2061（5/18締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

第50回泉鏡花記念金沢市民文学賞 作品募集
R3.8/1～R4.7/31に刊行・制作された日本語の文芸作品
応募条件など詳しくはお問い合わせください。
文化政策課　 220-2442（7/31消印有効）

就学援助の申請は5月6日（金）までです
市内の小中学校の保護者で経済的な理由により子供
の就学が困難な方に必要な費用の一部を援助します
申込み方法など詳しくは、
通学している学校または教育総務課　 220-2477

いいね金沢　就学援助 検索

【小児科】9:00～23:00、【内科】18:00～23:00
※通常の診療時間はともに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

5月3日（火）～5日（木）は金沢広域急病センターの
診療時間を延長します

鈴木大拙館の催し

4月28日（木）～9月4日（日） 　入館料310円

5月29日（日）7:30～8:10  25人　300円
鈴木大拙館　 221-8011（②5/1～受付、申込み順）

①企画展「2022 大拙と語る」

②思索体験プログラム「朝・思索のすゝ め 御影編」

◆展示替えのため4/27（水）まで休館します

市スポーツ事業団の催し

5/21（土）10:00～11:30　金沢南総合運動公園バラ園 2,500円
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラをお持ちの方　7人

水曜日16:20～17:30　市総合体育館　小学生　3,050円／月
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　 247-9019（①5/15締切、申込み順）

かなざわスポーツねっと 検索

①バラを美しく撮るフォトウォーク

②ジュニアバスケットボール教室　参加者募集

第4回企画展フォーラム
「静けさの創造ー谷口吉生の美術館建築を語るー」

5/15（日）14:00～16:00　市文化ホール　50人　
申込み方法など詳しくは、　　　　　　　　1,000円
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館　 247-3031（11:00～受付、申込み順）

金沢建築館 検索

4/27(水)～5/8(日) 11:00～17:00（最終日は16:00まで）
金沢・クラフト広坂　 265-3320

暮らしにとけこむ藍染と加賀象嵌100
手まりアクセサリー・ルーペ展

「旧中村邸」春の一般公開
4月29日（金）～5月8日（日）10:00～16:00 ※5/2は休館
中村記念美術館　 221-0751

アートを楽しもう～夏鳥の絵を描こう～
5月1日(日)10:30～　市内在住の親子　6組
千寿閣　 222-0008（申込み順）

伝統工芸実演 ～和傘～             火曜休み
4月29日（金）10:00～17:00　入園料310円
金沢湯涌江戸村　 235-1267

加賀宝生子ども塾　第11期生募集

加賀宝生子ども塾　第11期生募集 検索

令和4年7月～令和6年6月（2年間） ※月2回土曜午前
小学3年生～中学1年生　20人
詳しくは、
文化政策課　 220-2442（5月30日必着、多数時抽選）

着物で五月人形と記念撮影
5月5日（木） 0歳～小学生　観覧料310円
金沢くらしの博物館　 222-5740（申込み順）

古布を使った布ぞうり作り
5/18（水）10:00～12:00　西部環境エネルギーセンター 
市民15人（初めての方限定）　500円
環境政策課　 220-2507（9:00～受付、申込み順）

固定資産税・都市計画税の第1期分の納期限は5/2（月）です
資産税課　 220-2151 回数講座名

① ズームを楽しもう2日間
②

2
70代からのスマホ

③

5

ワード入門 6

①②13:30～15:30、③10:00～12:00　各7人（2人以上で開講）
②スマホまたはタブレット持参、③基本的な文字入力ができる方
①3,200円、②8,000円、③9,600円＋テキスト代
市シルバー人材センター　 222-2411（5月2日締切、申込み順）

パソコン教室　受講生募集
日程

5/14～21の土曜
5/16～6/20の月曜

5/16～6/27の月曜

キゴ山山開きイベント「キゴ山　山あそび」
5/4(水)、5(木)10:00～16:00　各プログラム20人
詳しくは、
キゴ山ふれあい研修センター　 229-0583

銀河の里キゴ山イベント情報 検索

泉野図書館の催し

第1回開催6/5（日） 小学3年生～中学3年生　15人
　
5月8日(日)13:30～14:30 幼児～小学生と保護者 15組
申込み方法など詳しくはお問い合わせください。
泉野図書館　 280-2345（①5月9日締切、多数時抽選、②9:00～受付、申込み順）

①キッズライブラリアン募集

②ちびっこフェスタ2022

毎週火曜日掲載 令和4年4月26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

◆まいどさんの金沢クイズ（テレビ金沢）
　4月30日(土)11:40～11:45
　「天然痘の巻」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「国立工芸館 未来へつなぐ陶芸
　　　　　　　ー伝統工芸のチカラ展」


