
バイク・軽自動車等の名義変更と廃車手続きは3月31日（金）までに！
軽自動車税（種別割）は、４月１日現在で原動機付自転車・軽四輪自動車などを所有（使用）する方に課税されます。 
原動機付自転車などを知人に譲った場合などは名義変更の手続きを、壊れて処分したり車検切れとなった場合などは廃車の
手続きを次の窓口でお願いします。

【問い合わせ先】　税務課　☎220-2147(軽自動車税)　☎220-2148(口座振替)   FAX 220-2154

市税の納付は、

安心・便利な口座振替で！！

※受付に必要なものは、各受付場所にお問い合わせください。

車　　　　　種 受付場所 電話番号
三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会石川事務所（直江東2-123-1） ０５０-３８１６-１８５３

125cc超のバイク（軽二輪、二輪の小型自動車） 石川運輸支局（直江東1-1） ０５０-５５４０-２０４５

原動機付自転車（125cc以下のバイク）、小型特殊自動車 金沢市役所　原付バイク受付の窓口（第一本庁舎２階）
(廃車のみ、市民センターでも手続きできます) ２２０-２１４７

個人市民税（普通徴収分）　軽自動車税（種別割）
固定資産税・都市計画税

【申込み・問い合わせ先】景観政策課　☎220-2364　FAX224-5046　   keikan@city.kanazawa.lg.jp

金沢歌劇座２階 大集会室

２月26日（日）13:30～16:00（13:00開場）

会場

日時

①金沢市景観サポーター活動報告

②パネルディスカッション　

　  テーマ

　身近な暮らし、文化が創る金沢の景観

　  コーディネーター　

　 鍔　 隆弘 氏（金沢美術工芸大学教授）

　  パネリスト　　　　

　 安念 尚弘 氏（観音町をよくする会） 

 　石畑 直美 氏（金沢市景観サポーター）

　 宇井 千裕 氏（金沢美術工芸大学修士課程２年）　　  

 　村山 　卓    （金沢市長）

プログラム

金沢市電子申請サービス、電話、FAX、

電子メールまたは郵送（住所、氏名、

連絡先を明記）

金沢市公式YouTubeチャンネルにて
オンライン配信を同時開催

申込み方法

第8回金沢の景観を考える市民会議
－身近な暮らし、文化から美しい景観を見つけよう－

https://www.youtube.com/user/CityofKanazawa

お申し込みはこちら→

事前申込要
入場無料
定員100人
（申込み順）

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

毎週火曜日掲載 令和5年2月7日

◆いいね金沢（北陸放送）
　2月11日（土）17:15～17:30
　「 市税のしくみと手続き」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「 マイナンバーカード　
　　　　 受け取るときは何が必要？」

☎（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 459,504人
■世帯数 210,396世帯（R5.1現在）● twitter、YouTube

いいね金沢 検索

@CityofKanazawa 検索

　詳しくは
こちらから

畳縁の小物づくり
2月11日（土）10:00～16:00（昼1時間休憩あり）
入園料310円と1個200円～
金沢湯涌江戸村　☎235ｰ1267（火曜休み）

シニア向けスマートフォン活用講座（全2回）
2/14（火）、16（木）14:00～　まちなかパソコンサロン
市内在住の60歳以上の方で、2回とも参加できる方　10人
スマートフォンの基礎知識、金沢市電子申請サービスの手続きなど
金沢健康福祉財団　☎222ｰ0102（8:30～受付、申込み順）

ヘルシークッキング「更年期を乗り切る食事のコツ」
3/4（土）、14（火）10:30～12:00　金沢健康プラザ大手町
市内在住の40～64歳の女性　各10人　600円
管理栄養士による講話、調理実習、試食
金沢健康福祉財団　☎222-0102（申込み順）

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

わくわくスタンプラリー  
2月8日(水)、9日(木)　9:00～17:30　観覧料310円
金沢湯涌夢二館　☎235-1112（火曜休み）

きらめきコンサート【Marimba Duo Concert】
2月26日（日）14:00～15:00　50人　500円
安江金箔工芸館　☎251-8950

（2/8　9:30～受付、申込み順、火曜休み）

金沢料理職人塾市民講習会
2月22日（水）13:00～15:00　市民18人　2,000円
近江町ふれあい館 キッチンスタジオ（上近江町50-1）
鯛とからしなと新玉葱の和風カルパッチョ　ほか
金沢料理職人塾事務局　☎090-2373-0629（申込み順）

令和4年度　近世史料館歴史講座
3月4日（土）　14:00～15:30　玉川こども図書館   60人
医療都市金沢と幕末のコレラ
玉川図書館近世史料館　
☎221ｰ4750（10:00～受付、申込み順）

「フレイルチェック」をしてみませんか
2月28日（火）　13:30～14:40　金沢健康プラザ大手町
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）

セカンドライフに向けて再出発セミナー （全2回）
3月7日、14日の火曜　10:00～12:00　
市内在住、在勤の方　15人
第1回「離れて暮らす親の介護、身近に子どもがいない私の介護」
第2回「パートナーと歩いて巡ろう！金沢の美術館・博物館」
申込み方法など詳しくは、
市女性センター　☎223ｰ1265（申込み順）

金沢市女性センター　セミナー 検索

長土塀青少年交流センター 検索

金沢健康福祉財団相談支援専門員募集
試験日：3月3日（金）15:30～　試験会場：金沢健康プラザ大手町
S38.4.2以降に生まれ、相談支援専門員の資格および
普通自動車運転免許をお持ちの方
詳しくは、
金沢健康福祉財団　☎260ｰ0071（2/28必着）

金沢健康福祉財団 検索

シチズンシップ啓発イベント

「KANAZAWA YOUTH SUMMIT」

2月27日～3月27日の月曜　10:00～12:00
6人（3人以上で開講）　8,000円
スマホまたはタブレット持参
市シルバー人材センター　
☎222-2411（2/14締切、申込み順）

パソコン教室「 70代からのスマホ 」
受講生募集（全5回）

2月27日（月）14:00～15:30　金沢健康プラザ大手町
3月6日（月） 14:00～15:30　泉野福祉健康センター
市内在住の女性　各30人　200円
金沢健康福祉財団　☎222ｰ0102（申込み順）

みんなの健康運動教室
「 ひめトレでメリハリボディを目指そう！」

試験日：2月27日（月）
司書　4人、世界の絵本専門員　1人
募集要項など詳しくは、
玉川こども図書館　☎262ｰ0415（2/20必着）

金沢市図書館 検索

玉川こども図書館　
会計年度任用職員募集（4月採用）

試験日：2月27日（月）　古文書整理員　若干人
募集要項など詳しくは、
玉川図書館　☎221ｰ1960（2/16必着）

金沢市図書館 検索

玉川図書館　
会計年度任用職員募集（4月採用）

2月18日（土）　10:30～12:00
市内在住の小学生と保護者（1～3年生は保護者同伴）　10組
泉野図書館　☎280ｰ2345（9:00～受付、申込み順）

キッズスクール（工作）
～つくろう！よく飛ぶ紙・竹とんぼ～

2月25日（土）　19:00～20:30　100人
バッファロー市の名所をオンライン上で訪問（Zoomで開催）
WEBより申込み　詳しくは、
国際交流課　☎220ｰ2075（2/21締切、申込み順）

金沢市国際交流課 検索

姉妹都市提携60周年
バッファロー市　オンライン交流ツアー参加者募集

企画展「ひな飾り展～御殿飾り～」
2月11日（土）～4月9日（日）　観覧料310円

2月18日（土）11:00～、14:00～　各10人（申込み順）
金沢くらしの博物館　☎222-5740

◆ギャラリートーク

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」

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水曜　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

金沢子ども科学財団の催し

3月4日(土)　8:40～12:30　小学5年生～中学生　20人

3月11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ｰ2061

（①2/24締切、②3/1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3月教室
　「アリス館志賀、原子力技術研修センターで学ぼう」

②子ども科学スタジオ「使いすてカイロ＆アイスパックのひみつ」

最低売却価格

市有地売払い　入札参加者募集
受付期間：2月21日（火）まで　9:00～17:45（土日祝日除く）
申込み方法など詳しくは、

企業総務課　☎220-2611

金沢市企業局　市有地売払い 検索

No. 所在地 地目 面積（㎡）

1 末町22字16番1 水道用地 376.00 504万円

［展示会］2月15日（水）～20日（月）10:00～17:00
［パネルディスカッション］2月18日（土）14:00～15:30  
※パネルディスカッションは要申込み　定員30人
市民芸術村　アート工房
メールにイベント名、氏名、電話番号を明記
     kokusai@city.kanazawa.lg.jp 
国際交流課　☎220ｰ2075（2/15締切、多数時抽選）

金沢創作アンバサダー　マティアス・プレネンさん
漆アート展示会・パネルディスカッション

2月18日（土）　13:30～15:30　泉野図書館
詳しくは、
環境政策課ゼロカーボンシティ推進室　☎220ｰ2507
NPOエコラボ　　elaboesd@yahoo.co.jp

NPOエコラボ 検索

おいしい飲み方シェアしよう！
マイボトル応援SDGsフォーラム（協働のまちづくりチャレンジ事業）

◆日　時　2月12日（日）　14:30～17:30

◆場　所　長土塀青少年交流センター

◆対象者　高校生～30歳（60人）

◆内　容　市民団体による活動紹介プレゼン、ワークショップ

　詳しくは、

【問い合わせ先】長土塀青少年交流センター　☎220‐2102

　　　　　     申込みはこちら▶▶
　（2月11日18:00締切、申込み順）



【問い合わせ先】 金沢美術工芸大学事務局　☎２６２-３５３１　FAX262-6594

本年度卒業生・修了生の制作展と博士後期課程学生の研究発表展を行います。
また、しいのき迎賓館では、博士後期課程１年生による研究制作展も開催します。
日本画、油画、彫刻、芸術学、視覚デザイン、製品デザイン、環境デザインおよび
工芸の力作をお楽しみください。

金沢２１世紀美術館 市民ギャラリー（芸術学の発表会、デザインのプレゼンはレクチャーホール）会場

２月１５日（水）～２０日（月）10:00～18:00（最終日は17:00まで）

大学院博士後期課程研究発表展、大学院修士課程修了制作展

石川県政記念しいのき迎賓館会場

２月１７日（金）～２３日（木）10:00～18:00（最終日は17:00まで）

博士後期課程1年研究制作展

２月２３日（木）～３月１日（水）10:00～18:00（最終日は17:00まで）

美術工芸学部卒業制作展

金沢美術工芸大学
卒業・修了制作、研究発表展

入場
無料

令和

4年度

■「芸術学専攻修了研究発表会」２月１８日（土）

■「芸術学専攻卒業研究発表会」２月２５日（土）

■「視覚・環境デザイン専攻有志合同プレゼンテーション」２月２３日（木）、２６日（日）

詳細はWebサイトをご覧ください。　https://www.kanazawa-bidai.ac.jp/

市民農園の入園者募集のお知らせ

農 園 名

施 設 等

連 絡 先

場　　所

備　考 市内在住者のみ 市内在住者のみ 市内在住者のみ市外の方も可 市外の方も可 市外の方も可 市外の方も可市外の方も可 市外の方も可 市外の方も可

入園期間

募集期間

申込み・
問い合わせ先

農園面積
（1区画）

入 園 料
（1区画）

募集区画数

220-2213 235-8033 254-0020 080-3743-0993 090-1313-0307 090-1390-2620 090-1314-0441 090-4681-1777090-4686-6615 090-3293-5926

〒920-8577
柿木畠1-1

〒920-1122
湯涌荒屋町47

〒920-0815
鳴和台285

〒920-0126
朝日牧町ハ86

〒920-0209
東蚊爪町チ123－1

〒920-0047
大豆田本町甲251

〒920-0944
三口新町3-1-18

〒920-1341
別所町ヲ89

〒921-8132
しじま台1-10-7

〒920-0148
牧山町ホ27-1-1

金沢市農業
水産振興課

３月10日（金）まで
※多数時抽選

３月10日（金）まで
※多数時抽選

8月末まで
※多数時抽選

４月～
１１月末

４月～
１１月末

４月～
１１月末

４月１日～
翌年1月３１日

４月１日～
翌年３月３１日

４月～
翌年３月末

9月～
翌年8月末

3月下旬～
次年度以降も継続できます

４月１日～
翌年３月３１日

４月～
１１月末

三谷さとやま
交流広場市民農園

金沢湯涌みどりの里
ふれあい農園

戸室スポーツ広場
市民農園

旭日ふれあい農園 一歩一歩楽園
東蚊爪地域
交流農園

平町
千本桜の里農園

別所レクリ
エーション農園 みんなの畑

みんなの畑
牧山農園

3月10日～31日まで
※申込み順

３月２0日（月）まで
※申込み順

随時募集
※多数時抽選

2月下旬～3月
※申込み順

随時募集
※申込み順

随時募集
※申込み順

随時募集
※申込み順

金沢湯涌
みどりの里

（公財）市スポーツ事業団
施設管理第2係 今村　宛 中野　宛 中村　宛 橋田　宛NPOみんなの

畑の会  宛

宮下印刷内
「NPO法人 
一歩一歩楽園」

ＮＰＯ法人　
森林環境保全
・里山物語

トイレ・駐車場・用水有 トイレ・駐車場・用水有トイレ・駐車場有トイレ・駐車場・洗い場有トイレ・駐車場・洗い場有 トイレ・駐車場・洗い場有 駐車場・貯水タンク有 駐車場・用水有 駐車場・貯水タンク有駐車場・用水有

６，６００円 ５，５００円 ５，５００円 ３，０００円 ～５，０００円
７，０００円

別途年会費３,０００円 ３，０００円 ４，０００円 10，０００円
土地使用料5，０００円
別途連絡費4,000円

約３６㎡ 約３０㎡ ３０㎡ ３６㎡ 約３0㎡ 約３０㎡ ３０㎡ ３０㎡ ３3～35㎡
0.8㎡

※レイズドベッド方式

５０区画 10０区画 45区画 要問い合わせ要問い合わせ 4区画 15区画 45区画 3区画 8区画

三谷さとやま
交流広場

金沢湯涌
みどりの里

戸室
スポーツ広場

朝日牧町地内 東蚊爪町地内 牧山町地内山科町地内 平町地内 別所町地内 四十万町地内

【問い合わせ先】 農業水産振興課　☎220-2213　FAX222-7291

切手を貼った

毎週火曜日掲載 令和5年2月14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

2月26日(日)　13:30～15:30　教育プラザ富樫
社会人・学生　10人
詳しくは、
CAPいしかわ　☎090-8265-7449（2/24締切、申込み順）

CAPいしかわ 検索

子どもの安心・安全な生活を守るために
～ CAP公開ワークショップ ～令和6年度上期　金沢21世紀美術館　

市民ギャラリー利用予約受付
対象期間：令和6年4月2日(火)～9月29日(日)
※希望が重複した場合は利用期間などを調整
金沢21世紀美術館　☎220-2800(3/1～受付、3/14必着)

工作教室「 雪の結晶をつくろう！」
2/25(土)　10:10～11:10　5歳～小学6年生と保護者　14組
金沢海みらい図書館　☎266-2011（申込み順）

「女性のための無料相談会 」を開催します
2月26日(日)　10:00～16:00　金沢勤労者プラザ
市内在住、在勤、在学の女性
弁護士など専門家が生活や仕事、家庭などの悩みに
対応します

（一社）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

令和5年度　陶芸講座受講生募集
受講期間:4月から2年間　※施設により異なります
1年目は10:00～12:00、2年目は13：00～15：00
月曜:千寿閣 火曜:万寿苑 水曜:鶴寿園 木曜:松寿荘
60歳以上の市民　各12人 ※現在受講中の方は不可
材料費実費負担あり
希望施設にはがきまたは直接申込み(2/28必着、多数時抽選)
千寿閣　☎222-0008　　万寿苑　☎244-6745
松寿荘　☎268-6757　　鶴寿園　☎298-9355

おひなさまと着物で記念撮影
2月25日(土)、26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)

「 金沢建築館ギャラリートーク」参加者募集
2月25日、3月25日の土曜　14:00～15:00　10人
観覧料800円
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館　☎247-3031(当日先着順)

2月18日(土)　10:30～16:00　※材料がなくなり次第終了
千寿閣　☎222-0008

手づくり工作教室
～「おひなさま」の折り紙づくり～

ボッチャサロン　参加者募集
2/16(木)10:00～12:00 市総合体育館 12人 500円
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）

かなざわスポーツねっと 検索

金沢健康福祉財団職員募集
昭和33年4月2日以降に生まれた方
応募方法など詳しくは、
金沢健康福祉財団　☎260-0071(2月24日必着)

金沢健康福祉財団 検索

屋外広告物調査指導員(会計年度任用職員)募集(4月採用)

普通自動車運転免許を有し、パソコン操作ができる方　1人
応募方法など詳しくは、
景観政策課　☎220-2364(3月6日必着)

金沢市屋外広告物調査指導員 検索

城北児童会館からのお知らせ

保育士または教員免許などの資格を有する方
指導員:３人　パート指導員：１人

おもちゃの修理に興味のある方、こどもたちが喜ぶこと
をしたい方
応募方法など詳しくは、
城北児童会館　☎251-0444(①2月28日必着)

金沢市子育てお役立ちウェブ 検索

①指導員、パート指導員(会計年度任用職員)募集

②おもちゃ病院ドクター（ボランティア）募集

2月18日(土)、26日(日)　9：00～17：00
※マイナポイント申請支援窓口は第一本庁舎4階です（2/15以降）
　カード名義人ご本人がマイナンバーカードを持参してください
市民課　☎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

2/15(水)から出産・子育て応援給付金申請受付開始

詳しくは、
健康政策課　☎220-2233

金沢市　出産子育て応援給付金 検索

それぞれの個性　Vol.2
2月15日(水)～26日(日)　11:00～17:00
※最終日は16:00まで
同年代に生まれた5人の作家による工芸作品展
金沢・クラフト広坂　☎265-3320

雛飾り
3月12日(日)まで　9:00～17:30　入園料310円
金沢湯涌江戸村　☎235-1267（火曜休み）

スペースツアー「 やわらぎ 」
2月18日(土)　14:00～15:00　入館料310円
鈴木大拙館　☎221-8011

市内在住の65歳以上で、一人暮らしの方、高齢者
のみの世帯の方、日中に高齢者のみとなる世帯の方
詳しくは、
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

金沢市　通話録音装置 検索

高齢者を対象に、悪質な迷惑電話を防止する
通話録音装置を無償で貸出ししています

2月27日(月)までの平日　10：00～16：00
詳しくは、
ごみ減量推進課(第二本庁舎1階)　☎220-2302

ごみ減量推進課　入札情報 検索

令和5年度金属缶およびペットボトルの処理に係る
入札参加登録申請受付

パブリックコメントを募集しています

詳しくは、
①歴史都市推進課　☎220-2208(3月10日締切)
②危機管理課　　　☎220-2366（3月11日締切）
③衛生指導課　　　☎234-5112（3月15日締切）

金沢市　パブリックコメント 検索

①金澤町家保全活用推進基本方針の改定（骨子案)
②金沢市防災備蓄計画（骨子案）
③令和5年度金沢市食品衛生監視指導計画（案）

2/15(水)は児童手当の定例支払日です
通帳などで入金を確認してください
なお、令和4年10月支給分から、制度改正により、
所得上限限度額を超えた方には支給がありません
子育て支援課　☎220-2285

3月1日(水)　15:30～17：00　金沢未来のまち創造館
企業関係者　30人
申込み方法など詳しくは、
労働政策課　☎220-2199（申込み順）

金沢市 はたらくサイト 検索

働き方改革セミナー「 目からウロコの取り組み講座
～働き方改革とSDGsはこれからの経営の主軸になる～」

しっかり食べよう教室
2月28日(火)　13:30～14:45　泉野福祉健康センター
11カ月～1歳6カ月児の保護者　8人　※託児要予約
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）

働きたいシニア×企業マッチング交流会
2月27日(月)　10:00～12:30、13:30～16：00
金沢勤労者プラザ　概ね55歳以上　各回30人
電話または専用webフォームで申込み
(株)アイ・アイ・ピー金沢　☎237-3925
労働政策課　☎220-2199（2月26日締切、申込み順）

ボランティアカフェ＠まつがえ　参加者募集

陸上競技教室
市営陸上競技場
小学4～6年生　20人　1,000円

ソフトテニス教室
東金沢スポーツ広場
小学4～6年生　20人　1,000円　

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

トップクリエイターセミナー
「amity_sensei流 iPadでつくるクリエイティブな世界！」
詳しくは、　

「石からいろいろなアミノ酸を検出」
小学3年生　12人　300円　

「昇華（しょうか）～ふしぎな物質の変化～」
小学4年生　12人　300円　

「患者・家族会のボランティアについて」
松ケ枝福祉館　20人

「自死遺族を支えるために」
松ケ枝福祉館　20人

「知ることから始めようLGBT」
松ケ枝福祉館　20人

市シルバー人材センター
☎222-2411
(2/21締切、申込み順)

金沢子ども科学財団
☎221-2061
HPから申込み
詳しくは、

市スポーツ事業団
☎247-9019
HPから申込み
詳しくは、

金沢ボランティアセンター
☎231-3725

（申込み順)

中村記念美術館
☎221-0751
(申込み順）

ITビジネスプラザ武蔵
☎224-6340
専用webフォームから応募

（3/3  17:00締切、多数時抽選）

3/9(木)
14:00～15：00

3/15(水)
14:00～15：00

3/17(金)
14:00～15：00

3/11(土)
9:30～11：30

3/11(土)
9:30～11：30

3/12(日)
10:00～12:00

3/18(土)
10:00～12:00

3/12(日)
14:00～15：00

3/8、15の水曜
10：00～12：00

日時 内容 場所・問い合わせ先

部活入ろう！キャンペーン　参加者募集

第30回　春の茶会

おもしろ実験・観察教室

パソコン教室「スマホ入門」受講生募集（全2回）
各6人(3人以上で開講)　3,200円　
スマホまたはタブレット持参

金沢市 トップクリエイターセミナー 検索

金沢子ども科学財団 検索

かなざわスポーツねっと 検索

3/21(火)10:50～、12:30～、
　　　　13:20～、14:10～、15:00～
旧中村邸　各30人　1,200円

(3/1締切、多数時抽選)



金沢エムザ ８階催事場場所日時 3月1日 ～ 10:00～18:30
（最終日は17:00まで）水 6日 月

当日受付・申込み順／各回15人　700円
那智黒土白釉茶碗　板橋　廣美(金沢市工芸協会理事)作

※ご来場の際はマスクの着用と手指の消毒をお願いいたします。

【問い合わせ先】 クラフト政策推進課　☎220-2373　FAX260-7191

3月4日（土） 16:00～17:00

①11:00～②12:00～③13:00～
④14:00～⑤15:00～

［主催］金沢市・金沢市工芸協会

金沢市工芸展 検索

金沢市工芸展第７9回
入場
無料

受賞者ギャラリートーク

重鎮から若手の作家まで、

         幅広い工芸作品を展示します。

詳しくは、

お茶席

2月23日（木・祝）は13:30に開場し、

開会セレモニーと表彰式を行います。

かなざわのわフォトプロジェクト写真展

「ほんねのかなざわ展」
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！

今年度の活動の集大成として、「金沢写真部」（プロジェクトメンバー）による写真展を開催します！

部員一人ひとりが心を込めて撮影した“住んでいるからこそ分かる金沢の魅力”をお楽しみください♪

【問い合わせ先】 広報広聴課　☎220-2033　FAX220-2030

開催スケジュール

会場 金沢市民芸術村 里山の家

ホームページ インスタグラム 金沢写真部の活動など詳しくは、かなざわのわ 検索

日時

2月23日（木・祝）

2月24日（金）

2月25日（土）

2月26日（日）

13:30

10:00

10:00

10:00

17:00

17:00

17:00

16:00

開場 閉場

入場
無料

毎週火曜日掲載 令和5年2月21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

ラジオ広報テレビ広報

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「マイナンバーカード　受け取るときは何が必要？」

◆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～

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

金沢市景観サポーター募集
任期：4月1日から2年間  18歳以上の方　20人程度
景観資源の取材・調査、景観マナーに関する点検活動など
所定の用紙に意欲、住所、氏名などを明記し
郵送または持参で申込み
景観政策課　☎220-2364(3月17日必着)

健康政策課　保健師（会計年度任用職員）募集
勤務場所：元町福祉健康センター、駅西福祉健康センター
詳しくは、
健康政策課　☎220-2233（2月28日必着）

金沢市　会計年度職員　保健師 検索

ITビジネスプラザ武蔵 検索

2/24(金) 12:20～12:50　第二本庁舎エントランスホール
出演：大澤明(OEKチェロ奏者)、平野加奈(ピアノ)
金沢芸術創造財団　☎223-9898

「Music Restaurant」ランチタイムコンサート
OEKチェロ奏者　大澤明の独り言

令和5年度より固定資産税の特例制度が改正される
予定です
商工業振興課　☎220-2205

3月31日までに設備を取得し先端設備等導入計画の
認定を受ける事業者は早めの手続きをお願いします

固定資産税・都市計画税の第4期分の納期限は2月28日（火）です

資産税課　☎220-2151

加賀宝生子ども塾「狂言教室」　（6月18日締切）

期間 7月から２年間　月２回程度　土曜午後

場所 金沢能楽美術館ほか

対象 市内在住の新小学３年生～新中学1年生 10人

費用

問い合わせ先

IT、映像、デザイン業などの

起業予定者、創業３年未満の方

対象

月額20,230円～

（水道光熱費込み・敷金保証金なし）

【問い合わせ先】 文化政策課　☎220-2442

期間

場所

対象

金沢素囃子子ども塾　（3月31日締切）

４月から２年間　月２回程度　日曜午前

教育プラザ富樫ほか

  工芸・茶道の子ども塾も募集中（2/28締切）

　　　　応募はこちらから（多数時抽選）▶▶▶

生

大募集

塾

伝統文化
子ども塾

貸しオフィス入居者募集

詳しくは、

ITビジネスプラザ武蔵

☎224-6340　FAX224-8788

金沢健康プラン推進会議　委員募集
任期：4月1日から2年間  18歳以上の市民　2人
年に数回程度、平日夜に会議開催
応募動機(800字)、住所、氏名、電話番号、年齢、性別、職
業を明記し郵送・FAX・メール・持参で申込み  ※面接あり     kenkou@city.kanazawa.lg.jp
健康政策課　☎220-2233　FAX220-2231(3月6日消印有効)

ＫＡＮＡＺＡＷＡ本の森読書会「恋文」
3月16日(木) 19:15～20:15　10人 
本は自分で準備し、当日までにお読みください
玉川図書館　☎221-1960(10:00～受付、申込み順)

金沢市共生社会推進事業者認定研修会
3月15日(水) 10:30～11:30  
市役所第二本庁舎（2203会議室）　市内事業者
研修内容：改正障害者差別解消法、合理的配慮の提供の義務化など
認定を受けるにはこの研修の受講が必要です
申込み方法など詳しくは、
障害福祉課　☎220-2289（3月10日締切）

金沢市　共生社会推進事業 検索

おひなさまと着物で記念撮影
3月18日(土)、19日(日) 9:30～  小学生まで
着物を着て館内で記念撮影ができます  500円＋観覧料310円
金沢くらしの博物館　☎222-5740（9:30～受付、申込み順）

よちよちプラネタリウムINキゴ山
3月7日(火)～10日(金) 10:30～11:30、11:00～12:00
未就学児とその保護者　各回20組
キゴ山ふれあい研修センター　
☎229-1141（12:00～受付、申込み順）

金沢蓄音器館の催し　　　　　　　火曜休み

3月4日（土）14:30～　33人　 500円(観覧料含む)

3月11日（土）14:30～　33人　観覧料310円

3月18日（土）14:30～　33人　観覧料310円

3月21日（火）14:30～　33人　500円(観覧料含む)
金沢蓄音器館　☎232-3066（2月22日10:00～受付、申込み順）

◆SP盤鑑賞会「流行歌今昔」

◆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「おしゃれにスタンダードジャズ」

千寿閣の催し

2月25日(土)10:30～14:30　20人程度  
※材料がなくなり次第終了

2月26日(日)10:30～12:30　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早春の寄せ植え教室

３Ｂ体操教室　受講生募集
①月曜13:30～15:00　②水曜15:00～16:00  ③金曜14:00～15:30
市総合体育館　①③2,820円 ②2,400円 
ボールやベルなど補助具を使用して音楽に合わせ体を動かします
市スポーツ事業団　☎247-9019

初級「能面打ち講座」受講者募集（全20回）
4月16日～9月24日の毎週日曜日　13:00～17:00  
20人（初心者向け）　月額6,500円
6ヵ月かけて檜材から能面「小面」を作成
往復はがきに講座名、住所(郵便番号)、氏名、電話番号を
明記し申込み  〒920-0962　広坂1-2-25
金沢能楽美術館　
☎220-2790（3月16日必着、多数時抽選）

3月12日(日) 14:00～15:00　50人　500円
出演：宮崎由美香（フルート）、松本卓以（チェロ）
安江金箔工芸館　
☎251-8950（2月26日9:30～受付、申込み順）

きらめきコンサート
「春を奏でるクラシックコンサート」      火曜休み

新規創業者必見！金沢市が運営する
ベンチャー支援施設で起業してみませんか。

金澤町家塾　金澤町家を学ぶ「金澤町家を次世代へ」
3月4日(土)10:00～11:30　
現地参加またはオンライン  各10人
(株)こはく・山田滋彦氏による町家の活用事例の講演
電話・FAX・メールで申込み
金澤町家情報館　☎208-3231　FAX208-3241
     kanamachi@city.kanazawa.lg.jp（申込み順）

市内在住の新小学4年生～新中学２年生 2０人

企画展「自然を憶う」 　　　　　　 火曜休み

2月23日（木）～4月23日（日）まで　入館料310円
鈴木大拙館　☎221-8011

◆展示替えのため2/22（水）まで休館します



自動車文庫巡回日程

駐車時間

玉川図書館　☎221-1960　FAX222-6938

①13:50～14:30　②14:50～15:30　
③15:50～16:30

問い合わせ先

令和5年4月～

令和6年3月
令和
5年度

第２・４
月曜

①四十万町（西町）
第１
水曜

①田上団地バス停横
第２・４
木曜

①上荒屋ロータリー

②額住宅駅前 ②鈴見東急団地登口 ②みどり集会所前

③三十苅中央公園 ③天神高架橋下 ③市営みどり住宅E棟横

第１・３
火曜

第１・３
火曜

①古府第一公園
第２・４
水曜

①粟崎中央公園
第１・３
金曜

①光が丘ショッピング前

②西南部公民館駐車場 ②弓取町会館 ②市営光が丘住宅58棟前（額地区）

③米泉県職員住宅 ③千坂団地北児童公園横 ③伏見台公民館前

第２
火曜

①湖陽児童公園前
第３
水曜

①米丸中央公園
第２
金曜

①木越団地集会所バス停横

②マイモールモリモト駐車場 ②東力あすなろ公園 ②東蚊爪御宮橋西詰

③星稜中学校グラウンド前 ③県営米泉共同住宅 ③諸江町県営住宅横

イオン金沢店８号線側
正面入口駐車場
※巡回時間10:10～10:50

第４
火曜

①太陽が丘（旧）生活考房さてらいと横
第１・３
木曜

①保古町会館

②イオンもりの里店北側駐車場 ②JA押野支店駐車場

③涌波公務員住宅前 ③押野公民館駐車場

１月および祝日・振替休日は運休します。 
ただし、第１水曜コース５/３(水）、第２火曜コース７/１１(火)、第２金曜コース８/１１(金)、
第３水曜コース３/２０(水)は運行いたします。

天候・交通状況により遅れたり、日程を変更することがあります。ご了承ください。

　3月1日(水)から市役所第一本庁舎4階にマイナンバーカード総合窓口を開設し、

マイナンバーカードの申請・更新・受け取りをはじめ、マイナポイントの申請支援までを

ワンストップ化します。

【問い合わせ先】 市民課　☎220-2241　FAX224-2163

日　　程 ３月１日（水）から

場　　所 市役所第一本庁舎４階

電話番号 ☎220-2150・2152マイナンバーカードやマイナポイントなどの
ご不明な点をお問い合わせください。

※マイナンバーカード総合窓口のイメージ図マイナンバーカードコールセンター

マイナンバーカード総合窓口
マイナンバーカード
申請・更新・交付窓口

マイナポイント
申請支援窓口

取扱業務
申請・更新・交付および
マイナポイント申請支援など

取扱業務
申請・更新・交付および
マイナポイント申請支援など

毎週火曜日掲載 令和5年2月28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

◆3/6(月)～10(金)まで展示替えのため休館します

東山寺院探訪会
安江金箔工芸館および周辺寺院
15人　観覧料310円

思索体験プログラム  「朝・思索のすゝ め　桜橋編」
30人　300円　

企画展「犀星愛鳥記」
観覧料310円

湯涌みどりの里　そば打ち体験教室
市内在住の方　各回12組(1組2～4人)　2,000円/組
往復はがきに住所、氏名、電話番号、希望日時、
人数を明記　〒920-1122 湯涌荒屋町47

千寿閣
☎222-0008(申込み順)

室生犀星記念館
☎245-1108
(火曜休み)

金沢湯涌みどりの里
☎235-8033

（3/10消印有効、
 火曜休み）

安江金箔工芸館
☎251-8950

（3/1 9:30～受付、申込み順）

鈴木大拙館
☎221-8011

（３/１～受付、申込み順）

3/11(土)～
 　　7/9(日)　

3/18(土)
10:00～11:30
13:30～15:00

3/19(日)
13:30～16:00

3/26(日)
7:30～8:10

3/5(日)
10:30～

日時 内容 場所・問い合わせ先

アートを楽しもう  ～今日の出会いの絵を描こう～
市内在住の5歳～小学6年生と保護者　6組

企画展「 泰平における武士団 」解説講座
3月4日(土)、5日(日)　10:00～11:00、13:30～14:30
各10人　観覧料310円
前田土佐守家資料館　☎233-1561(申込み順)

３月１日(水)～７日(火)は建築物防災週間です
地震や火災に備え、日頃から防火・避難に関する点検
を行い、建物の良好な維持管理に努めましょう
建築指導課　☎220-2327

泉野図書館「 対面音訳の基礎講座 」
3月21日（火）14:00～16:00　30人
泉野図書館　☎280-2345（9:00～受付、申込み順）

しっかり食べよう教室
3月10日(金)　13:30～14:45　元町福祉健康センター
11か月～1歳6か月児の保護者  5人　※託児要予約  
生活リズムや離乳完了に向けての講話など
地域保健課　☎234-5102(申込み順)

幼児相談室　保育士（会計年度任用職員）募集
保育士資格を有する方　幼児相談室での相談および支援業務
申込書、資格証などの写しを郵送または持参  
※書類選考と面接あり
幼児教育センター　☎243-1018(3月3日必着)

金沢文芸館　館内ボランティア募集
市民　4人　来館者への案内や展示品説明、書架整理
応募方法など詳しくは、
金沢文芸館　☎263-2444(3月14日必着、火曜休み)

金沢文芸館 検索

金澤町家保全活用審議会　委員募集
18歳以上の市民　2人　任期：5月から2年間　
所定の申込書にて応募　詳しくは、
歴史都市推進課　☎220-2311（3月20日消印有効）

町家保全審議会　公募 検索

金沢健康福祉財団　訪問看護師(非常勤)募集
試験日：3月16日(木)15:00～17:00　
看護師および普通自動車免許の資格をお持ちの方  若干人
所定の申込書にて応募　詳しくは、
金沢健康福祉財団　☎260-0071（3月10日必着）

金沢健康福祉財団 検索

金沢市子ども・子育て審議会　公募委員募集
18歳以上の市民で、18歳未満の子がいる方または
子育て支援活動をしている方   2人
応募方法など詳しくは、
子育て支援課　☎220-2285（3月10日必着）

かなざわ子育てお役立ちウェブ 検索

3月7日(火)　6:30～23:00
市民課　☎220-2241

システムメンテナンスのため
証明書コンビニ交付サービスを一時停止します

3月5日(日)、18日(土)、26日(日)　9:00～17:00
※マイナポイント申請支援窓口は第一本庁舎4階特設会場です
カード名義人ご本人がマイナンバーカードを持参してください
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

3月18日(土)13:30～15:00 　近江町交流プラザ　60人
緑と花の課　☎220-2356（3月7日締切、多数時抽選）

緑の相談広場～緑と花の市民講座～
「金沢の桜の名所/お花を咲かせる土づくり講座」

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の
主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合
①死亡または重篤な傷病を負った
②令和4年中の収入額が前年より3割以上減少した
※他に要件あり
詳しくは、
[国保]医療保険課　☎220-2256（3月31日必着）
[介保]介護保険課　☎220-2557（3月31日必着）

金沢市　コロナ支援金 検索

国民健康保険料・介護保険料の減免申請受付中
締め切り間近（申請期限：令和5年3月31日）

3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-」

３月８日（水）１４時３０分～　※申込み不要
金沢歌劇座　大集会室（下本多町６－２７）
立候補予定者およびその関係者　計2名まで
立候補の手続き、選挙運動関係、選挙公営などの説明

【問い合わせ先】 市選挙管理委員会　☎220-2077

【問い合わせ先】 情報指令課　☎280-0119　FAX280-4999　　障害福祉課　☎220-2289　FAX232-0294

金沢市議会議員選挙　立候補予定者説明会 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）

日程内容

①

②

3/2～30の木曜

栄養編

運動A(運動編)

③

3/3(金)

お口の機能編 3/8(水)

⑤

④ 運動B(身体活動編) 3/14(火)

社会参加編 3/27(月)

「NET119通報システム」の登録利用者枠の拡大及びWEB申請を開始しました
「NET119」とは、聴覚や発話などの障害により、音声での119番通報が困難な方を対象とした携帯電話やスマートフォンによる消防へ通報するシステムです。
◆登録利用者枠の拡大（市内在住の方に限ります）
　　障害者手帳を所有し希望する方から拡大し、新たに耳鼻咽喉科医療機関で中高度難聴以上と診断された方を追加します。
◆申請方法
　　これまでの申請方法に加え、新たに市消防局のホームページからWeb申請を開始しました。　　　　　  申込みはこちらから▶

第72回金沢百万石まつり　百万石行列　参加者募集
6月3日(土)　金沢駅東広場前から出発
前田利常公役：行列当日に市内小学1～2年生の男児　1人
珠姫役：H28.6.6～H30.6.3生まれの市内在住の女児　1人
御殿女中役：行列当日に市内小学5～6年生の女児  55人
詳しくは、
金沢百万石まつり実行委員会　☎263-1151(3月27消印有効)

金沢百万石まつり 検索

金沢里山工房交流会展「金沢・里山のＫＯＧＥＩ 2023」
3月1日(水)～7日(火)10:00～18:30（最終日は15:00まで）
金沢エムザ5階　美術サロン
クラフト政策推進課　☎220-2373

金沢ボランティア大学校　第30期受講生募集
中央公民館彦三館
市内または近郊在住の18歳以上の方　各コース25人
子ども・子育て、福祉、歴史遺産、国際交流、
文化、観光、環境、地域づくり　1コース5,000円
金沢ボランティア大学校
☎233-2456（3/1～受付、4月7日必着、多数時抽選）

令和5年度 金沢市高砂大学校受講生　追加募集

中央公民館彦三館　☎261-8100(申込み順)

４月下旬～来年１月下旬　週１回程度
全31回　13:30～15:00

期間:3/1(水)～17(金) ※土日祝日除く　9:30～17:00
入学願書とはがきが必要

月、水、金の３クラス(同一講義)

S33.4.1以前に生まれた市民

受講期間

クラス・科

対　　象

申込受付

金沢市高砂大学校大学院　第58期受講生募集

中央公民館彦三館　☎261-8100(多数時抽選)

４月下旬～来年１月下旬　週１回程度
全25回　10:00～11:30

期間:3/1(水)～2(木) 　9:30～15:00　入学願書とはがきが必要

「歴史民俗」、「花樹園芸」、「文学美術」、「悠々健康」

金沢市高砂大学校修了者

受講期間

クラス・科

対　　象

申込受付

3月1日(水)～5月21日(日)　観覧料310円
泉鏡花記念館　☎222-1025

鏡花生誕150年記念特別展
「谷崎潤一郎と芥川龍之介―鏡花を愛した二人の作家」

金沢卯辰山工芸工房　修了者作品展
3/2(木)～12(日)※3/6を除く 11:00～17:00（最終日は16:00まで）
金沢・クラフト広坂　 昨年修了した9人の作家の作品紹介
金沢卯辰山工芸工房　☎251-7286（火曜休み）

金沢21世紀美術館 検索
3月4日(土)　14:00～16:00　120人
Webから申込み　詳しくは、
金沢21世紀美術館　☎220-2811(申込み順)

フォーラム・アール　～これからを話そう　vol.5
フランソワーズ・モレシャン「時代は変わる、ファッションも」


