
7:00～20:00

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

投票時間

世帯主あてに送付する「投票のご案内」はがきに記載の投票所で
投票することができます。※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。

はがき一通に最大で同一世帯の４人分が印刷されています。開いて中をご確認ください。
投票所入場整理券の裏面にある「誓約書」を事前にご記入のうえ、期日前投票所にお持ちください。
なお、投票所入場整理券を紛失したり、お忘れになった場合であっても、投票所で投票できます。
選挙区・・・・候補者の氏名　比例代表・・・候補者の氏名または政党その他の政治団体の名称もしくは略称

投 票 所

第２6回参議院議員通常選挙の投票日です！！第２6回参議院議員通常選挙の投票日です！！

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
第一本庁舎1階
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

ご案内はがき

投票用紙への記載方法

７月10日（日）は
投票日のおでかけは投票所経由で！

7月9日（土）まで

アル・プラザ金沢

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

野田山墓地周辺
７月１3日（水）～１7日（日） ９:00～１７:00

臨時交通規制

一方通行 大乗寺横→大乗寺丘陵公園駐車場横
７/１2（火） １８:00～１7（日） １７:00まで墓地内車両進入禁止

奥卯辰山墓地公園
７月１3日（水）～１５日（金）　９:00～１8:00

臨時無料バス運行
区　間

兼六園下（北鉄車庫前）発　１時間ごと（１３:00発 運休） 兼六園下（北鉄車庫前） 墓地公園
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帰路至内川

至大桑

至田上・
卯辰山

至平和町

三小牛

P

P

第二
万陽苑

万寿苑

野田山墓地野田山墓地

管理事務所
野田口

野田町西野田町西
長坂3丁目東長坂3丁目東

長坂台長坂台

長坂台
小学校東
長坂台
小学校東 長坂台小学校

山側環状
山側環状

平成墓地　丙

大乗寺大乗寺

野田町野田町

一方通行規制
7/13（水）～17（日）9：00～17：00

○文

大乗寺丘陵公園大乗寺丘陵公園

岡部
病院

P

【問い合わせ先】 市民課生活衛生室（第一本庁舎1階）　 220-2228　FAX224-2163

●期間中、野田山墓地周辺は交通渋滞  
   が予想されます。お墓参りの際は混雑 
   する時間帯を避けるか、公共交通機関 
   をご利用ください。

至窪・額

駐車場のご案内
大乗寺丘陵公園駐車場（２カ所）
7月13日（水）～17日（日）

7：00～18：00

新盆期間の臨時交通規制のお知らせ

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4年7月5日

◆まいどさんの金沢クイズ（テレビ金沢）
　7月9日（土）11:40～11:45 
　「板谷波山の巻」

◆みまっし金沢（石川テレビ） 
　7月9日（土）17:25～17:30 　
　「新盆時期の臨時交通規制」

（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 460,379人
■世帯数 210,250世帯（R4.6現在）● twitter、YouTube

いいね金沢 検索
@CityofKanazawa 検索

　詳しくは
こちらから

金沢子ども科学財団 検索

金沢港振興協会 検索

日時 内容 場所・問い合わせ先

室生犀星記念館
☎245-1108

金沢芸術創造財団
☎223-9898

玉川こども図書館
☎262-0415（申込み順）

金沢くらしの博物館
☎222-5740（申込み順）

中村記念美術館
☎221-0751

泉鏡花記念館
☎222-1025

前田土佐守家資料館
☎233-1561

鈴木大拙館
☎221-8011
金沢港振興協会
☎254-0711

国立工芸館
☎050-5541-8600（ハローダイヤル）

金沢湯涌夢二館
☎235-1112（火曜休み）

金沢海みらい図書館
☎266-2011（申込み順）

金沢湯涌江戸村
☎235-1267
（申込み順、火曜休み）

企画展「加賀藩の武家社会と儀礼─前田土佐守家を中心に」
入館料310円
◆展示替えのため7月8日まで休館します
スペースツアー「大拙と出会う」
入館料310円
港フェスタ金沢2022
金沢港クルーズターミナル周辺のベイエリア
巡視船「さど」の船内見学など
企画展「金沢の郷土玩具」ギャラリートーク
各回10人　観覧料310円
開館20周年　朔太郎没後80年・犀星没後60年記念
「詩の双生児―君は土、彼は硝子―」　観覧料310円
◆展示替えのため7月11日～15日は休館します
毎月第4金曜日のお昼は…
「Music Restaurant」ランチタイムコンサート
第二本庁舎エントランスホール

工作教室　とばしてあそぼう　ひらひらくるくる
4歳以上の幼児および児童　10組

世代間交流陶芸教室
市内在住の小学生と保護者 10人（60歳以上は1人でも可）
講師：(有)北陶 北村鶴代 氏  500円／人　はがきで申込み

海とみらいと科学の日2022
小学3年生以上　各回15組　10:00～受付

万寿苑
☎244-6745
（7/15必着）

7/23（土）
11:00～、14:00～

7/23（土）
14:00～15:00

7/23（土）
10:00～　

7/16（土）
   ～11/6（日）　

7/16（土）
11:00～、14:00～

7/22～3/24の
第4金曜日(全9回)
12:20～12:50

7/16（土）
10:00～20:00

企画展「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　観覧料310円

7/8（金）、9（土）
14:00～14:50

湯涌でわくわくしよう
来館者にオリジナルグッズをプレゼント　観覧料310円7/8（金）、9（土）

こどもとおとなの自由研究　工芸の○△□×展
観覧料300円　※7/8～8/13の金・土曜は20:00まで開館9/4（日）まで

7/9(土)
14:00～15:00

7/9(土)
　～9/25（日）

企画展「1922─百年前の鏡花」
観覧料310円

7/8(金)
　～9/11（日）

金沢子ども科学財団
☎221‐2061
（①7/26締切、②7/27締切、
　　　　多数時抽選）

日時 内容 場所・問い合わせ先

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
☎247-3031(7/15  17:00締切、多数時抽選）

金沢湯涌創作の森
☎235-1116（火曜休み）

金沢健康福祉財団
☎222-0102（申込み順）

高校生のための建築ワークショップ2022
金沢学生のまち市民交流館　高校生20人

みんなの健康運動教室「親子で楽しく運動しよう！」
市保健所　市民の小学生親子　15組　200円／組

8/6(土)、21(日)
14:00～15:30

徳田秋聲記念館
☎251-4300（申込み順）

没後70年記念展「久米正雄の出現」ギャラリートーク
各回5人　学芸員による解説　観覧料310円　7/6～受付

8/6（土）
11:00～、14：00～

金沢国際交流財団
☎220-2522
　 kief@kief.jp(7/14必着)

セヨンのお手軽！韓国料理教室～ヤンニョムチキンとキンパ～
近江町ふれあい館　高校生以上12人　1,200円
往復はがき・メールで申込み（多数時抽選）

7/29（金）
10:30～13:30

金沢能楽美術館
☎220-2790（申込み順）

藪克徳氏による観能の夕べ　プレ講座
40人　観覧料310円

7/30（土）
14:00～15:00

かなざわスポーツねっと 検索

金沢建築館 検索

金沢ナイトミュージアム 検索

市スポーツ事業団
☎247－9019（申込み順）朝すっきり健康ヨガ

市営陸上競技場　25人　700円
7/30（土）
6:10～7:00

②子ども科学スタジオ「色がわりホットケーキをつくろう」
年長児～小学2年生と保護者　16組(2人1組)　100円

8/6（土）
10:30～、14:00～

①おもしろ実験・観察教室「色はミラクル」
小学4年生  12人  300円

8/6（土）
9:30～11:30

「上田政臣作品展─deux─」開催中
「札幌芸術の森」元職員・上田政臣氏の版画作品展

8/1（月）まで
10:00～17:00

光る泥だんごづくり
5歳以上　各回14人  800円＋入園料310円
7/6 9:30～受付

7/31（日）
9:30～、11:00～、
14:00～

8/6(土)～7(日)
9:00～17:30

③大きな飛び出す絵本劇場「オオカミのおはなし」
LINNAS Kanazawa（尾張町1-2-8）　30人　1,000円

7/24（日）
17:00～18:00

②「日本のしらべ」民謡・胡弓とチェロ
鈴木大拙館　20人　1,000円

7/23（土）
19:00～20:00

①「ソプラノとオルガンの夕べ～こころのふるさとを唱うⅧ」
金沢文芸館　25人　500円　7/6～受付

7/23（土）
18:30～19:30

①金沢文芸館
☎263-2444（申込み順、火曜休み）
②鈴木大拙館
☎221-8011（申込み順）
③金沢芸術創造財
HPから申込み

☎223-9898

カナザワナイトミュージアム2022

締切6月30日(木)→変更後締切7月31日(日)
まちなか区域に居住する高等教育機関在学中の満30歳未満の方
50人　※他にも要件あり  1人あたり10万円の奨励金交付
詳しくは、
市民協働推進課　 220-2026

金沢まちなか居住  奨励金 検索

金沢学生のまちなか居住・地域活動促進奨励金
申込み受付期間を再延長しました！

金沢かがやき健康づくり活動賞の候補団体募集
地域で継続的、自主的に、創意工夫しながら健康づくりに取り組む団体
詳しくは、
健康政策課　 220-2233（7月29日必着）

金沢かがやき健康づくり 検索

金沢美術工芸大学 非常勤職員（事務員）募集
作文・面接試験：7月31日(日)  1人程度
詳しくは、
金沢美術工芸大学事務局　 262-3531（7月27日17:30必着）

金沢美術工芸大学 検索

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 
詳しくは、
クラフト政策推進課　 220-2373(7月29日必着)

クラフトプラザ香林坊 検索

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人程度
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

市内の保育所、幼稚園、認定こども園など87カ所
保育者を目指している方など　各施設2～3人程度
詳しくは、
幼児教育センター　 243-1018（7月25日締切、申込み順）

かなざわオープンナ－スリー 検索

保育者を目指す方の施設見学会
「かなざわオープンナ－スリー2022」参加者募集

金沢市建築指導課　募集情報 検索

建築指導課　技術職員（会計年度任用職員）募集
採用期間：9/14(水)～11/9(水)　※更新の場合あり
パソコンでワードとエクセルを操作することができ、
1級または2級の建築士資格を有する方  1人
詳しくは、
建築指導課　 220-2327（7月22日必着）

ごみ減量推進課の催し

8/3（水）、7（日）10:00～12:00、13:30～15:30
西部環境エネルギーセンター　市民　各回10組　※託児あり

8/9（火）10:00～12:00  西部環境エネルギーセンター 
市内在住の小学生の親子  10組  牛乳パックのペンケース作りなど

市内在住・在勤・在学の方　詳しくは、
ごみ減量推進課　 220-2302
（①7/27締切、②7/22締切、申込み順、③8/31必着）

かなざわエコ・スイーツ 検索

①生ごみを減量！ダンボールコンポスト研修会（初級編）

②楽しく学ぼう！ごみ減チャレンジ隊　第1回「減らそう紙ごみ編」

③「エコ・スイーツレシピコンテスト」レシピ大募集!

事業者の古紙の資源化を助成します
市内に事業所を有する事業者　補助率1/2(上限10万円)
詳しくは、
ごみ減量推進課　 220-2521

金沢市　古紙の資源化 検索

森林再生課の催し

8/1(月)～4(木)、8/15(月)～24(水)の平日
全12日間　8:30～16:00  金沢森林組合・市内山林
18～65歳の方　6人　詳しくは、

8/4(木)、5(金) 10:00～12:00、13:30～15:30　
金沢市民芸術村　市内在住の小学生　各回25組（100人）
1,000円／人　詳しくは、
森林再生課　 220-2217
（①7/19締切、多数時選考  ②7/15締切、多数時抽選）

金沢林業大学校 検索

金沢の森づくり 検索

①金沢林業大学校特別講座「自伐型林業実践講座」

②夏休みこどもウッディアート

金澤町家活用新規開業臨時補助金 受付中
R4.6/1～R5.2/1に対象区域内で金澤町家を借りて新規開業した事業者 
補助金額：家賃などの最大6ヵ月分 補助率2/3(上限50万円)
要事前相談　詳しくは、
歴史都市推進課　 220-2208（来年2月28日消印有効）

金澤町家  新規開業 検索
専門員の募集、文化芸術事業の広報活動への助成金交付申請など受付中
詳しくは、
金沢芸術創造財団　 223-9898

金沢芸術創造財団 検索

金沢芸術創造財団
アーツカウンシル金沢に関するお知らせ

金沢芸術創造財団職員（技術）募集（来年4月採用）
勤務先：財団管理施設など　1人
詳しくは、
金沢芸術創造財団　 223-9888（8月2日必着）

金沢芸術創造財団 検索

第1・第3木曜　14:00～16:00（3月は第1木曜のみ）  
市女性センター　市内在住・在勤の女性　各回10人
NPO法人WEKプロジェクト　 255-7582
　  wek7582@spice.ocn.ne.jp（申込み順）
ダイバーシティ人権政策課　 220-2095

生きづらさを感じる女性のための居場所
「ふぇみカフェ」

シングルマザー交流勉強会
7～2月の毎月最終日曜 14:00～16:00 
教育プラザ富樫（7月のみ金沢未来のまち創造館）
市内在住・在勤のシングルマザーなど　親子10組（母のみも可）
詳しくは、
ダイバーシティ人権政策課　 220-2095

石川シングルマザーの会 検索

女性相談・ＤＶ相談のお知らせ
　                月～金曜　9:00～17:00
　　　　※事前面接要
　・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】

子育て支援課からのお知らせ

詳しくは、
子育て支援課　 220-2285

金沢市　子育て支援課 検索

◆小学生などに学習支援を行う団体を助成します
◆子ども食堂の新規開設などの経費を助成します



10年後の金沢を考えるシンポジウム10年後の金沢を考えるシンポジウム10年後の金沢を考えるシンポジウム

【申込み・問い合わせ先】　企画調整課　☎220-2031　FAX264-2535 10年後の金沢を考える 検索

８月５日（金）18:30～21:00
　　　　　　　　　　（18:00開場予定）

●市長講演

●基調講演

●トークセッション●市長講演

●基調講演

「親和力で奏でる金沢」 「文化でつなぐ 金沢の未来」

「文化によるまちづくり（仮）」

村山　卓

湯浅　真奈美氏

金沢市アートホール
　　　　（本町2-15-1）

280人（申込み順）

新たな都市像の策定に向けて、市長自らの考えを皆さまにお伝えするとともに、
文化芸術がまちづくりに果たす役割などについて、市民の皆さまと考えるシンポジウムを開催します。

日時 会場

定員

第1部 ●トークセッション第3部

第2部

（ブリティッシュ・カウンシル　東アジア地域 アーツ部門ディレクター）

  　　　　大場　　吉美氏
　　　　　　　　（金沢学院大学　名誉教授）

　　　　　  林田　堅太郎氏
　　　               （私設現代アート美術館「KAMU kanazawa」館長）

 　　　　 宮永　　春香氏
　　　　　　　　（美術家、金沢美術工芸大学　准教授）

　　　　 湯浅　真奈美氏
　　　　 村山　卓

入場
無料

（金沢市長）

web申込みフォーム、電話、FAXなどで申込みください。
詳しくはこちらから →

申込み方法

当日の様子は金沢市公式YouTubeチャンネルで配信予定です。

コーディネーター

パネリスト

8月23日（火）
10:00～15:30
金沢歌劇座（下本多町6-27）
無料（一部有料）
小・中学生および保護者

加賀百万石の伝統芸能にふれてみませんか？ 
和楽器や伝統文化の体験をしてみたい小学生、中学生を大募集！

〒921-8105　平和町1-3-1　石川県平和町庁舎内　
金沢市音楽文化協会事務局　☎280-4311　FAX 280-4399

申込み・問い合わせ先

往復はがきに「体験コース名(第１希望・第２希望)、郵便番号・住所、児童生徒氏名、学校名・学年、保護者氏名、
電話番号」を明記の上、７月23日(土) (必着)までに金沢市音楽文化協会事務局へ郵送してください。
※ 体験は親子１組で1コースのみとします。
※ 申込みが募集人数を超えた場合は、第2希望を含めて「抽選」とし、結果は8月上旬にお知らせします。

申込方法

コース名 時　間 定員 備　　考
箏・三絃・尺八コース 10:00～12:00

10:00～12:00
10:00～12:00

15組
10組
15組
15組
15組
5組

横笛・琵琶コース
和太鼓コース
茶道コース
生け花コース
吟詠・剣詩舞コース

13:30～15:30
13:30～15:30
13:30～15:30

教材費(抹茶、菓子) 1組1,000円
教材費(生花、花器) 1組500円

日　時

会　場
参加費
対象者 （親子1組）

～おやこの伝統芸能・文化体験会～～おやこの伝統芸能・文化体験会～～おやこの伝統芸能・文化体験会～

いしかわ百万石文化祭2023  金沢市プレイベント

※来年秋開催の「いしかわ百万石文化祭2023」
　　　については、こちらから➡

毎週火曜日掲載 令和4年7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！ ● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢 検索
@CityofKanazawa 検索

【問い合わせ先】　企画調整課　☎220-2031　FAX264-2535  　 kikaku@city.kanazawa.lg.jp

未来へつなぐ金沢行動会議　委員を募集します未来へつなぐ金沢行動会議　委員を募集します

２０人程度

web申込みフォーム・郵送などでご応募ください

８月５日（金）（必着）

書類審査
※選考結果は郵送で
　本人宛て通知します。

令和４年８月下旬頃から
令和６年３月３１日まで

ワークショップ形式で未来の金沢への思いや
住み続けたいまちの姿などについて話し合います
・8月下旬：委嘱状交付式 
・9月以降：会議開催(平日夜・計3回開催予定)
※市内交通費程度の謝礼を支給
 　　→令和5年度はワークショップで出たアイデアをもとに
　　      ｢自分たちができること｣を実践していきます。

下記のいずれかの要件を満たす１８歳以上４０歳未満
（令和４年４月１日現在）で、金沢のまちづくりに関心がある方
(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に所在する事業所、団体、学校などに通勤・通学する方
(3) 過去に市内に住所を有していた方

若い世代が金沢のまちに愛着を持つとともに、まちづくりへの積極的な参画を促すため、
「未来へつなぐ金沢行動会議」を設置します。
金沢のまちづくりに関心のある方は、ぜひご応募ください。

募集人数

任　期

会議の予定（令和４年度）

応募方法

応募締切

応募資格

選考方法

未来へつなぐ金沢行動会議 検索

金沢ナイトミュージアム 検索

金沢芸術創造財団からのお知らせ

7/31（日）12:00～、15:30～　市文化ホール　
1,500円（高校生以下1,000円、3歳以下膝上無料）

①夏休みはスピーカー制作体験
 　8/6(土)14:00～、17:00～　金沢未来のまち創造館  2,000円
②ヴァイオリン×ヴィオラ×電子音楽の新しい世界！
 8/12(金)19:00～　国立工芸館　30人
③ダンボールシアター「bit's」
　8/12(金)19:00～、13(土)14:00～、19:00～、14(日)13:00～
  尾張町町民文化館 　各40人　 1,000円(学生500円)
①～③HPから申込み　詳しくは、
金沢芸術創造財団　☎223-9898

◆金沢ティーンズミュージカル第13回公演
　「夜半の夏～地球にアイを見つけた～」

◆金沢ナイトミュージアム2022

回数講座名

パソコン教室　受講生募集
日程

① パソコン会計入門 48/6～27の土曜

② ズームを楽しもう２日間 28/13、20の土曜
③ パソコン入門 68/17～9/21の水曜
④ エクセル入門 68/18～9/22の木曜

①③④10:00～12:00　②13:30～15:30　 各7人（3人以上で開講）
①②パソコン操作できる方、③初心者、④文字入力できる方
①6,400円＋テキスト代、②3,200円、③④9,600円＋テキスト代
市シルバー人材センター　☎222-2411（7月19日締切、申込み順）

金沢国際交流財団
☎220-2522　 kief@kief.jp
（7/25必着、多数時抽選）

安江金箔工芸館
☎251-8950（7/13～
受付、申込み順、火曜休み）

商工業振興課
☎220-2205
（①7/15締切、②7/19
　　締切、多数時抽選）

館内クイズラリー「夏の陣」
小学生

働き方改革SUMMER SEMINAR「育休が変わる。育休で変わる。」
申込み方法など詳しくは、

②コンビニのエコについて知ろう～簡単リメイク！縫わないエコバッグ作り！～
市内の小学4～6年生の親子　10組

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

シニア向けスマートフォン活用講座（全2回）
60歳以上の市民  5人程度  ※2回とも参加できる方限定

工作教室「招き猫絵付け教室」
各10人　200円と観覧料310円

キッズスクール（科学）「コマのふしぎ」
市内在住の小学1～3年生  15人

角間の里山自然探検　夏教室
小学3～6年生　20人　300円
詳しくは、
きらめきコンサート 
夏の夜の弦楽デュオの調べ
50人　500円

市環境衛生試験所　夏休み検査体験講座
市内の小学5～6年生と保護者  8組

①ものづくり魅力発見バスツアーinコマツ　参加者募集
コマツ粟津工場・遊泉寺銅山跡など　市内の中学生～高校生

②金沢子どもおしごと体験2022　参加者募集
市内の小学5～6年生

7/19(火)、21(木)
14:00～

金沢子ども科学財団
☎221-2061
（7/20締切、多数時抽選）

金沢湯涌みどりの里
☎235-8033
（7/27消印有効、
多数時抽選、火曜休み）

金沢文芸館
☎263-2444
（7/13～受付、
申込み順、火曜休み）

環境政策課
☎220-2507
(①8/31必着、
　②申込み順)

7/30(土)
9:30～12:00

8/3(水)
9:30～11:30

金沢ふるさと偉人館
☎220-2474

労働政策課
☎220-2199(申込み順)

クラフト政策推進課
☎220-2192

ダイバーシティ人権政策課
☎220-2095
(8/9締切、申込み順）
徳田秋聲記念館
☎251-4300
（7/16～受付、申込み順）

金沢健康福祉財団
☎222-0102（申込み順）

金沢くらしの博物館
☎222-5740（申込み順）

泉野図書館
☎280-2345
（9:00～受付、申込み順）

試験検査課
☎234-5131(申込み順）

市女性センター
☎223－1265(申込み順)

金沢海みらい図書館
☎266-2011(申込み順）

金沢勤労者福祉サービスセンター
☎234-7871（申込み順）

近江町交流プラザ
☎260-6724
（7/15～受付）
文化政策課
☎220-2442
（8/26必着、申込み順）

7/18(月)
13:30～14:00

7/24(日)
10:00～、13:30～

7/27(水)
10:30～11:30

7/27(水)
18:00～19:30

7/28(木)
8:45～16:30
8/3(水)
　　 ～24(水)

7/30（土）
18:00～19:00

8/5(金)
10:00～11:30

8/6(土)
10:00～16:00

8/6(土)
13:00～16:00

9/4(日) 
14:00～

9/11(日)
10:00～12:00

千寿閣
☎222-0008

手作り工作教室  ペットボトルでボールシュートゲーム作り
15:00まで受付（材料なくなり次第終了）

7/16(土)
10:30～16:00

7/16(土)
　　～8/31(水)　

日時 内容 場所・問い合わせ先
近江町交流プラザ 検索

金沢市　働く女性の交流会 検索

金沢の文化創生財団 検索

金沢市環境政策課　募集情報 検索

金沢子ども科学財団 検索

金沢国際交流財団 検索

金沢のものづくり 検索

金沢市はたらくサイト 検索

①『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
詳しくは、

若手職人直伝！「金箔×まちのり」制作体験イベント開催！
安江金箔工芸館  ※一部体験年齢制限あり

8/12(金)
10:00～12:30

お父さんと料理にチャレンジ！
市内在住、在勤の父親と小学生の子  6組  1,000円/組

8/18(木)
14:00～14:40

8/20(土)
18:00～20:00

のまりんの紙芝居劇場
幼児～小学生と家族　30人　観覧料100円　※高校生以下無料

初回：8/20(土)
10:30～12:00

川柳入門講座(全3回)受講生募集
中学生以上　10人  1,500円  ※高校生以下無料

9～11月
10:15～11:30

秋季ペンギン親子教室  参加者募集(全7回）
市内のR2.8.1～11.30生まれの子と保護者　15組
HPから申込み　詳しくは、
(公財)横浜記念金沢の文化創生財団30周年記念公演
 「和のオーケストラ　金沢素囃子の魅力」
詳しくは、

心と体を元気にする！「笑顔のチカラ」セミナー
金沢勤労者プラザ 30人 ※7/13 10:00～受付

第1回：8/19(金)
第2回：8/26(金)
13:30～17:00

働く女性のための「クリティカルシンキングセミナー」
オンライン開催（Zoom）
詳しくは、
金沢ナイトミュージアム
映画上映会＆アフタートーク『土手と映画と幽霊』
20人　500円

学生図書館ボランティア体験
中学生～大学生　6人

8/7、10/16、
12/4の日曜
各回10:00～12:00

湯涌みどりの里　そばオーナー募集
3回とも参加できる市民10組（2～4人/組） 2,000円/組
往復はがきに、イベント名、住所、氏名、人数、
電話番号を明記　〒920-1122　湯涌荒屋町47

8/9(火)、18(木)、23(火)
10:00～12:00

「英語で遊ぼう！世界を知ろう！グローバルキッズセミナー」
小学4～6年生　各回20人　各回500円
詳しくは、

市シルバー人材センター　女性対象入会説明会
7月26日(火)　13:30～15:00
市内在住の60歳以上の女性  15人程度　※事前予約制
市シルバー人材センター　☎222-2411（申込み順）

西部市民プール　 7/13～8/17の水曜（7/20、8/10を除く）
鳴和台市民プール7/14～8/18の木曜（7/21、8/4を除く）
7～8月は本来休館日の上記日程も特別に営業します
市スポーツ事業団　☎254-0020

７～８月の市営プール休館日特別営業のお知らせ

マイナンバーカード交付臨時窓口開設のお知らせ
7月24日(日) 9:00～17:00
市民課（第一本庁舎1階）　☎220-2150

金沢地区自衛官募集説明会
7月23日(土) 9:30～11:30　金沢新神田合同庁舎
高校生～32歳の男女　50人
自衛隊石川地方協力本部　☎291-6214
（7月22日締切、申込み順）

第45回金沢都市美文化賞　推薦募集
詳しくは、
景観政策課　☎220-2364（8月31日締切）

金沢都市美文化賞 検索

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が
死亡、重篤な傷病、または前年比３割以上の収入減となった世帯
※他に要件あり　詳しくは、
［国保］医療保険課　☎220-2256（来年3月31日必着）
［介保］介護保険課　☎220-2557（来年3月31日必着）

金沢市　新型コロナ支援 検索

新型コロナウイルス感染症支援制度
国民健康保険料・介護保険料の減免申請受付中

固定資産税に関するお知らせ

資産税課　☎220-2156

◆バリアフリー、省エネ、耐震の住宅改修の完了から
　3カ月以内の申告で固定資産税が減額される場合があります
◆令和４年中に家屋を取り壊した方はご連絡ください

金石・大野周遊シャトルバスの運行が始まります
7月16日(土)～9月19日(月）の土日祝日
詳しくは、
企画調整課　☎220-2031

金石・大野周遊シャトルバス 検索



【問い合わせ先】　人事課　☎220-2079　FAX 220-2084
　　　　　　　　　　　　　jinji_saiyou@city.kanazawa.lg.jp

オンラインによる業務ガイダンスや若手職員との座談会、庁内見学会を通じて、金沢市の様々な業務
内容をご理解いただき、仕事のやりがいや魅力をお伝えします。

～将来の職業を検討している方を対象に仕事の魅力を発信～

【対象】大学生をはじめとする将来の職業を検討している方（短大生、高校生、社会人の参加も可能）

【オンライン】金沢市職員業務ガイダンス

金沢市職員採用YouTubeチャンネル
（登録者限定）

【オンライン】金沢市若手職員座談会＆庁内見学ツアー

日時

内容

締切

内容

登録

日時

内容
職種
定員
申込み

８月１７日（水）午後配信

若手職員(事務、土木、建築)
へのインタビューなど
※事前お申し込みいただいた方へ、
　視聴ＵＲＬを送付します。

８月１２日（金）17:00まで

８月２２日（月） 午前の部 10:00～12:00
　　　　　　午後の部 ①14:00～16:00　②15:00～17:00
　 　　　　　庁内見学ツアーは①②合同で実施します。
・若手職員との座談会　・庁内見学ツアー
（午前の部）土木、建築、保健師、消防士（午後の部）事務①②
80人程度
８月5日（金）17:00まで
※定員に達し次第締め切ります。　※申込み状況は金沢市職員採用サイトでお知らせします。

事前に登録いただいた方へ、年間
を通じて金沢市役所の業務紹介
やオンライン説明会などの動画を
配信しています。

「金沢市職員業務ガイダンス」「金沢市職員業務ガイダンス」
「金沢市若手職員座談会＆庁内見学ツアー」「金沢市若手職員座談会＆庁内見学ツアー」

「金沢市職員業務ガイダンス」「金沢市職員業務ガイダンス」
「金沢市若手職員座談会＆庁内見学ツアー」「金沢市若手職員座談会＆庁内見学ツアー」

「金沢市職員業務ガイダンス」
「金沢市若手職員座談会＆庁内見学ツアー」

随時受付

【申込み方法】
詳細は金沢市職員採用サイトをご覧いただき、掲載の
申込みフォームより必要事項を入力してください。
https://kanazawa-saiyou.jp/eventtop/

オンライン

野町
広小路

有松

上有松
泉野

　泉野
●図書館

■旧泉野福祉健康
　センター（7/29まで）

泉野出町

寺町
1丁目

新泉野福祉健康センター

⬅
⬆
⬅
⬆

泉野交差点側から左折で入り、お帰りは寺町
方面へ左折で出るようご協力をお願いします。

8月3日（水）9：30～12：30　
※入退室自由　予約不要
泉野福祉健康センター３階
　　健康スタジオ、交流活動室
①フレイルチェック体験（簡易版）
②フレイル予防活動体験
     （口の体操、筋力向上運動、脳活プログラム、手工芸など）

③専門職による相談（栄養、口腔など）

泉野福祉健康センター移転開館
　泉野福祉健康センターは７月29日（金）をもって現行施設での業務を終了し、８月１日（月）から
新センターに移転します。泉野こども広場の土曜開設を開始するほか、健康づくり・介護予防活
動を行う団体に介護予防エリアの施設（健康スタジオ、交流活動室、栄養実習室）を貸し出します。

介護予防エリア施設（健康スタジオ、交流活動室、栄養実習室）の利用の流れ

概　要

アクセス～車でお越しの場合～

健康政策課　 220-2233　FAX 220-2231
泉野福祉健康センター　 242-1131　FAX 242-8037

問い合わせ先

日時

会場

内容

【問い合わせ先】　
　　金沢健康福祉財団　☎222-0102　FAX 222-4366

所在地：泉が丘１-２-22（旧泉が丘おあしす広場跡地）※電話・FAX番号は変わりません
施　設 開館時間

泉野福祉健康センター、泉野市民センター
泉野こども広場
健康スタジオ、交流活動室、栄養実習室

月～金曜 8:30～17:15
月～土曜 10:00～12:00、13:00～16:00
月～金曜 9:00～17:00、土曜10:00～16:00

※いずれも祝日、年末年始は閉館

・介護予防、健康づくりに関する活動を行う場合に無料で使用できます。
・団体登録後、使用申込書を提出していただきます（登録申請は８月から）
【利用できる団体】 ①介護予防、健康づくりを目的として継続的に活動している団体
　　　　　　　   ②活動拠点が金沢市内
　　　　　　　   ③概ね20歳以上の者で構成され、金沢市内居住者が5人以上所属

オープニングイベント
フレイル 予 防 祭り

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

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）
　7月23日（土）14：55～15：00
　「金石・大野周遊シャトルバス」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「今年こそお客さんを前に！
　　　　　　　　金沢ティーンズミュージカル」

毎週火曜日掲載 令和4年7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

開館100日記念　コンサートと読み聞かせ
7月24日（日）11:00～11:45
ヴァイオリンコンサートと絵本の読み聞かせ
※小学生以下の子と保護者12組まで木のひろば内に
　着席可（10:45～整理券配布）外からの観覧は自由
玉川こども図書館　 262-0415

7月25日(月)～8月2日(火)は展示替えのため休館します
金沢湯涌夢二館　 235-1112（火曜休み）

工芸ふしぎ発見！！～ミステリー展～
7/20（水）～31（日）11:00～17:00　※最終日は16:00まで
金沢・クラフト広坂　 265-3320

文化施設クイズラリー「まちめぐり2022」
7月21日（木）～8月31日（水）
寺島蔵人邸、安江金箔工芸館、泉鏡花記念館、
金沢蓄音器館、徳田秋聲記念館、金沢文芸館
4館以上でクイズを解いてスタンプを集めた方に
記念品を贈呈　観覧料が必要
金沢文化振興財団　 220-2190

市立図書館の開館時間を9:30に繰り上げます
7月21日（木）～8月31日（水）
休館日・閉館時間は変更なし
玉川図書館、近世史料館　 221-1960、　泉野図書館　 280-2345
玉川こども図書館　 262-0415、　金沢海みらい図書館　 266-2011

金沢料理職人塾市民講習会
7月27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）
スズキの洋葱揚白胡麻風味　ほか
講師:ANAクラウンプラザホテル金沢 総料理長 小石 幸一郎氏
金沢料理職人塾事務局　 090-2373-0629（申込み順）

ことりのお宿づくり
8月7日(日)10：00～11：30　小学生以上 10人 
鳥の巣箱づくり　500円と入園料310円
金沢湯涌江戸村　 235-1267
（7/20 9：30～受付、申込み順、火曜休み）

世代間交流ガラス細工教室
7月24日（日）9:30～　1,500円/人
市内在住の小学生と保護者、60歳以上の方　10人
松寿荘　 268-6757（申込み順）

ミニ観葉の寄せ植え教室
7月24日（日）10:30～12:30　市民12人  2,000円
千寿閣　 222-0008（9:00～受付、申込み順）

夏休み学習教室
8月15日(月)､16日(火)9:30～16:00　石川県女性センター
市内在住のひとり親家庭の中学生・高校生
市母子寡婦福祉連合会　 224-3417

花き市場体験教室
8月19日、26日の金曜　7:00～9:30　
小学生親子　各10組　せり見学、寄せ植え教室
はがきに住所、全員の氏名、電話番号、学年を明記
〒920-0051 二口町二80-1 公設花き地方卸売市場事務局
220-2715（8月2日必着、多数時抽選）

親子収穫体験ツアーin河北潟
8月20日(土)　9:45～12:00　
河北潟干拓地内の農園　小学生と保護者　9組18人
ブドウと枝豆の収穫体験ツアー
往復はがきに住所、全員の氏名、電話番号、学年を明記
〒920-8577（住所記載不要）　農業水産振興課　
220-2213（8月2日消印有効、多数時抽選）

動物愛護管理センター親子施設見学会　参加者募集
8月20日(土)　10:00～12:00、13：30～15：30　
市内在住の小学生と保護者　各5組
施設案内、センターのお仕事体験
動物愛護管理センター　 258-9070
（7月20日8:30～受付、申込み順）

「ごみを減らそう！」ポスターコンクール作品募集
市内在住の小学生
ごみ減量を呼びかけるポスター作品の募集
持参または郵送で提出
ごみ減量推進課　 220-2302（9月1日必着）

福祉のつどい金沢2022　運営ボランティア大募集
9月4日(日)8:45～15:30　松ヶ枝緑地（高岡町7-25）
福祉ショップやゲームコーナーの補助、会場の清掃など
金沢ボランティアセンター　 231-3725
（8月15日締切、申込み順）

第29回工房祭「工房体験まつり」
8月21日(日)　9:30～16:30※体験毎時間別に開催
小学生以上　※ガラス体験は小学4年生以上
体験は事前予約必要、工房見学は予約不要(無料)
【陶芸、染、金工】500円　【漆芸・ガラス】1,000円
HPから申込み　詳しくは、
金沢卯辰山工芸工房　 251-7286
（8/1正午締切、多数時抽選、火曜休み）

金沢卯辰山工芸工房 検索

認知症サポーター養成講座
8月19日(金)、20日(土)　10:00～11:30　
金沢未来のまち創造館　市内在住、在学、在勤の方　各20人
詳しくは、
福祉政策課　 220-2288（8月10日締切）

金沢市　認知症サポーター 検索

家族で楽しむ夏休み工作「光魔法の科学工作」
8月18日(木)10:00～12:00　
市内在住、在勤の保護者と年中～小学2年生の子　8組
申込み方法など詳しくは、
子1人につき200円（材料費）
市女性センター　 223-1265
（申込み順、託児申込みは8/3締切）

金沢市女性センター 検索

医療保険課からのお知らせ

7月22日（金）、25日（月）、26日（火）9:00～20:00
7月23日（土）、24日（日）9:00～15:00

7月24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）
① 220-2258　② 220-2255

①国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談特別窓口

②マイナンバーカードの健康保険証利用登録を支援しています

金沢子ども科学財団の催し

8月20日（土）9:30～11:30 　小学3年生 12人 300円

8月20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（8/9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「シャボン玉のふしぎ」

◆子ども科学スタジオ「ホンモノ？ニセモノ？
　目のさっかく～人間のすばらしい能力～」

市スポーツ事業団の催し

8月24日、9月7日、21日の水曜

8月26日、9月9日、30日の金曜
市総合体育館　生後６カ月～未就園児の母
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　 247-9019（7/28締切、多数時抽選）

かなざわスポーツねっと 検索

◆子育てママのヨガでリフレッシュ（託児付き）

◆子育てママのリズム運動で産後ケア（託児付き）

7月22日（金）12:20～12:50　
市役所第二本庁舎エントランスホール
出演:根来かなう､山田 周(ヴァイオリン)､相良容子(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
 根来かなう　ヴァイオリン・デュオの紡ぐ音

資産税課　 220-2151

固定資産税・都市計画税の第2期分の納期限は
8月1日(月)です

8月13日(土)14:00～15:00　40人  観覧料310円
演目「西王母」「通小町」「田村」の見どころを解説
金沢能楽美術館　 220-2790（申込み順）

渡邊茂人さんの観能の夕べ　
プレ講座　参加者募集

8月7日(日)14:00～16:00　市文化ホール　100人
室生犀星記念館　 245-1108
（7/22　9:30～受付、申込み順、火曜休み）

開館20周年  池澤夏樹氏講演会
『写文集　我が愛する詩人の伝記』のこと

7月26日（火）　100人(入館者に限る)　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）

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館  開館３周年記念
オリジナルポストカードプレゼント

8/23(火)～25(木)、来年3/26(日)～28（火）　
俵芸術交流スタジオ
小学校高学年以上30歳以下の楽器経験者　50人  10,000円
ヨーロッパのジャズ音楽指導者によるビデオやオンライン
でのレッスンなど
詳しくは、
金沢ジャズ連盟　 249-8911

金沢 ユースジャズキャンプ 検索

金沢ジャズアカデミー　ユース・ステップアップコース
～ユースジャズキャンプ～

子ども博物館セミナーの催し

金沢くらしの博物館 
☎222-5740

オリジナルの缶バッジを作ろう
幼児～小学生 100円/個と観覧料310円

7/23(土)～8/28(日) 
9:30～17:00

安江金箔工芸館
☎251-8950
（7/20　9：30～受付、申込み順)

箔の日親子金箔教室
小学生と保護者　13組26人　 1,000円/組
金箔についての話や金箔貼りの体験　火曜休み

8/10(水)  
9:30～12:00

金沢湯涌夢二館
☎235-1112

夢二図案シルクスクリーン体験
小学生以上
バッグ・ハンカチづくり
500円/個と観覧料310円

8/13(土) 、14（日）
   27（土）、 28（日） 
  9:30～11：30
13：00～16：00

金沢文芸館
☎263-2444
(申込み順)

のまりんの紙芝居劇場
幼児～小学生　30人
観覧料100円　火曜休み

8/18(木) 
14:00～14:40

金沢ふるさと偉人館
☎220-2474
(7/23　9：30～受付、申込み順）

木工玩具「とりさんパタパタ」をつくろう！
小学生　各5人　
900円と観覧料310円

8/６(土）
10：30～11：30
13：30～14：30

日時 内容 場所・問い合わせ先

企画展　没後70年記念「久米正雄の出現」
7月31日(日)～11月6日(日)　観覧料310円
徳田秋聲記念館　 251-4300

◆7月25日(月)～30日(土)は展示替えのため休館します

8月7日、21日、28日の日曜　10：30～12：00　
リファーレ研修室４　18歳以上の方　20人 
メールに住所、氏名、電話番号、講座名を明記
金沢国際交流財団　 220-2522
　 kief@kief.jp　（7月31日必着、多数時抽選）

外国人の子どもの日本語支援ボランティア
基礎講座（全３回）

金沢蓄音器館の催し

8月13日（土）14:30～　33人　観覧料310円

8月20日（土）18:30～　33人　1,000円

8月27日（土）14:30～　33人　500円
金沢蓄音器館　 232-3066
（7/20 10:00～受付、申込み順、火曜休み）

◆SP盤鑑賞会「リンゴ忌～美空ひばりを偲んで～」

◆金沢ナイトミュージアム　SP盤鑑賞会「タンゴと日本」

◆SP盤鑑賞会「絵本と童謡のコラボレーション」

業務用照明器具用安定器・試薬・溶接機・レントゲン装置・
Ｘ線装置・エレベーター制御盤
・ＰＣＢには有害性があり、昭和47年に製造が中止になりました
・ＰＣＢは法律で処分期間が定められています

１．ＰＣＢが使われていた機器の例

２．処分期間

環境省PCBサイト

業務用安定器

対象 処分期間
安定器・汚染物など 令和５年３月３１日まで

【高濃度ＰＣＢ廃棄物・使用製品の処分期間】

～昭和52年３月以前に建てられた工場やビル、倉庫などをお持ちの皆様へ～
ＰＣＢ廃棄物（使用中含む）の処分期間内の処分をお願いします

【問い合わせ先】　

ごみ減量推進課　

☎220-2521　FAX 260-7193

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間が令和5年３月末で終了します



ひとり親家庭の方へのお知らせひとり親家庭の方へのお知らせひとり親家庭の方へのお知らせ

子育て支援課　☎220-2285　FAX 220-2360問い合わせ先

詳しくは、

①令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金給付等を受給しているため、児童扶養手当を申請していないか全額
　停止となっている方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童
　扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※①に該当する方は、令和４年６月２８日に振込済です。
※②または③に該当する方は、申請が必要です。様式は市公式HPからダウンロードできます。

児童１人当たり５０，０００円
令和５年２月28日（火）（必着） いいね金沢　ひとり親世帯生活支援特別給付金 検索

児童扶養手当を継続受給するには、必ず現況届を提出しなければなりません。

8月1日（月）～31日（水）　土日祝除く
9：00～17：00
第一本庁舎１階　エントランスホール

1 児童扶養手当受給中の方への現況届の受付について

現況届を提出されないと、11月分以降の手当を受けることができなくなります。
現況届を２年間続けて提出しない場合は、受給資格がなくなりますのでご注意ください。

8/6（土）、21（日）　  9：00～15：00
8/4（木）、5（金）、9（火）、10（水）、18（木）、
19（金）、22（月）～24（水）　18:00～20：00
詳しくは通知に同封の案内をご覧ください。

事前予約制 土日、夜間受付について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、ひとり親世帯の実情を踏まえた生活の支
援を行うため、生活支援特別給付金を支給します。※ただし、「ひとり親世帯以外の子育て世帯生活
支援特別給付金」の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

4 ひとり親世帯生活支援特別給付金について

申請期限

離婚・死別などにより、ひとり親家庭（ひとり親家庭と同程度の状態にある場合を含む）
となった児童を養育している母・父・養育者を対象に支給される手当です。

3 児童扶養手当制度について

弁護士による法律相談、就労相談、ひとり親家庭の支援や制度の相談を実施します。
ひとり親家庭の不安や困りごとをお気軽にご相談ください。相談は無料です。

8月6日（土）、21日（日）　9：00～15：00（予約優先）

第一本庁舎１階　エントランスホールなど

日　時

会　場

2 ひとり親家庭相談窓口の開設について

お子様をお連れの
方は、託児も用意
しています。

＊18歳になって最初の年度末までの子どもを養育している方が対象です。　＊所得制限があります。

支 給 額

対 象 者

受付期間

場　所

毎週火曜日掲載 令和4年7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！ ● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢 検索
@CityofKanazawa 検索

夏休み親子写生会
７月30日（土）10:00～12:00
市内在住の幼児～小学生と保護者　６組12人
絵の具、クレヨン持参
千寿閣　☎222-0008（申込み順）

ギャラリートーク　「金沢の郷土玩具」
8月7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（申込み順）

キッズスクール「あそんで学べる！ことばあそび」
8月17日（水）10:30～11:30　小学生　15人
泉野図書館　☎280-2345（9:00～受付、申込み順）

夏休み親子わくわくスポーツフェスタ2022　参加者募集
８月27日（土）13:00～、14:45～　市総合体育館
年中児～小学３年生の親子　各回40組
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

SDGs縁日　参加者募集
８月27日（土）　9:30～、11:00～、13:30～、15:00～
市総合体育館　年中～小学生と保護者
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

English time !　ネイティブと英語で楽しく話そう
8月21日(日)13:30～15:00　中学生～高校生　15人　500円/人
申込み方法など詳しくは、
金沢国際交流財団　☎220-2522（8/7必着、多数時抽選）

金沢国際交流財団 検索

木で創ろう！　-わたしの本棚-　参加者募集
8月21日（日）9:30～、13:30～　小学生と保護者　各回15組
清水建設（株）北陸支店（玉川町5-15）
申込み方法など詳しくは、
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館　
☎247-3031（８月５日17:00締切、多数時抽選）

金沢建築館 検索

8月27日（土）、９月３日（土）13:00～17:00
市内在住・在勤のチームリーダーの女性など　16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月10日締切）

市女性センター 検索

働き女子のためのコミュニケーション術
～チームリーダーのためのコミュニケーション～（全2回）

８月20日（土）18:30～20:00　30人　500円
金沢文芸館　☎263-2444
（7/27～受付、申込み順、火曜休み）

金沢ナイトミュージアム2022
朗読会「夏の夜の物語」～明治・大正・昭和に生きた危ない女達～

８月20日（土）10:30～12:00
小学４～６年生　10人　1,000円/人
金沢海みらい図書館　☎266-2011（申込み順）

ものづくりセミナー
山よ、ありがとう　間伐材で本の宝箱をつくろう！

８月27日（土）9:30～11:30　小学５年生～中学生　12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（8月17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
「ながれのふしぎ　～ベルヌーイって？」

加賀野菜レアベジ料理教室
9月3日（土）10:30～13:30　市民　12人
詳しくは、
メールに参加者氏名、電話番号を明記
    kagayasai0831@gmail.com
農業水産振興課　☎220-2213（8月16日必着、多数時抽選）

金沢市農産物ブランド協会 検索

８月27日（土）13:00～14:30
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）の児童とご家族の方　20組
メールにイベント名、住所、氏名、学年、電話番号を明記
     kokusai@city.kanazawa.lg.jp
国際交流課　☎220-2075（８月15日締切、多数時抽選）

石川中央都市圏連携
オンライン「インターナショナルクイズ交流会」参加者募集

キゴ山ブルーベリー収穫体験
8/14(日)、24(水)、9/4(日)　10:00～11:00　※雨天中止
市内在住の親子　各回20人　500円/人
メールに参加希望日、参加者全員の氏名、住所、電話番号を明記
   fureai@city.kanazawa.lg.jp
キゴ山ふれあい研修センター　☎229-0583
（８月５日必着、多数時抽選）

夏の山里朝市まつり開催！

農業水産振興課　☎220-2213

みちづれ（二俣町） 湯涌朝市（湯涌荒屋町）
ごんでん朝市（北方町）
平町千本桜の里直売所（平町）

開催日名　称　開催日名　称　
7/29（金）

304水芭蕉市（東原町）7/31（日）
俵朝市（俵町） 8/  6（土） 8/21（日）

8/  7（日）
8/ 7（日）

との様街道直売所（砂子坂町）8/  7（日）

令和４年度　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）

講座名

運動A（運動編）
栄養編
お口の機能編

日程

8/4～8/25の木曜（8/11除く）

8/10（水）
8/5（金）

社会参加編 8/22（月）
運動B（身体活動編） 8/30(火)

市母子寡婦福祉連合会の催し

ひとり親家庭（母子、父子）および寡婦の方
①15人、②9人、③30人
①2,090円（教材費）、②5,000円（教材費+認定料）
詳しくは、
市母子寡婦福祉連合会　☎224-3417
（９月12日必着、多数時抽選）

金沢市母子寡婦福祉連合会 検索

会場内容

① パソコン講座（応用編）全４回
② 調剤薬局事務講座　全４回
③ 就業支援セミナー

日程

10/2(日）～23（日）
10/2(日）～23（日）教育プラザ富樫
10/2(日）

厄除祈願風鈴展
7月27日（水）～８月28日（日）　入園料310円
金沢湯涌江戸村　☎235-1267(火曜休み)

HASHIMOTO NAOKO pop up store
８月21日（日）まで　10:00～18:00
金沢・クラフト広坂　☎265-3320

①③10:00～12:00、②④13:30～15:30
各7人（3人以上で開講）
①③④スマホまたはタブレット持参　②基本的な文字入力ができる方
①1,600円　②9,600円＋テキスト代　③④8,000円
市シルバー人材センター　☎222-2411
（8月2日締切、申込み順）

パソコン教室　受講生募集
回数講座名

① スマホでグーグルマップ
②

1
ワード入門

③
④

6

70代からのスマホ　Dコース
5
5

日程

8/19の金曜
8/22～9/26の月曜
8/26～9/30の金曜（9/23除く）

70代からのスマホ　Fコース 8/27～9/24の土曜

“工芸で彩る”食の空間コーディネート展　
画像作品募集中

詳しくは、
郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、イ
ンスタグラムアカウント、作品タイトルなどを明記し、
市公式ホームページの専用フォームから応募
クラフト政策推進課　☎220-2373（９月９日17:00必着）

金沢市　デジタル工芸展 検索

８月の人権相談
  ３日（水）粟崎公民館　　　13:00～16:00
  ５日（金）第一本庁舎２階　 13:00～15:00
１０日（水）鞍月公民館　　　13:00～16:00
２４日（水）田上公民館　　　13:00～16:00
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

事務１人　詳しくは、
金沢勤労者福祉サービスセンター　☎234-7871（8月19日必着）

金沢勤労者福祉サービスセンター 検索

金沢勤労者福祉サービスセンター　
非常勤職員（事務）募集（10月1日採用）

公園に幼児用プールを開設します（入場制限あり）
7/29（金）～8/11（木）10:00～15:00　※雨天、低温時中止
元町第１児童公園、問屋児童公園、四十万きずな広場
保護者同伴の幼児　※水着着用、紙パンツ不可
詳しくは、
緑と花の課　☎220-2356

金沢市　幼児用プール 検索

金沢市職員採用候補者試験（看護師）受付中
受付期間：８月22日（月）17:00まで　７人程度
受験資格など詳しくは、
人事課　☎220-2079

金沢市　採用試験 検索

ツキノワグマ出没注意情報　発令中！
エサ不足により里山周辺での遭遇の危険性が高まっています
音が出る物を身に着け、クマの活動が活発になる
早朝・夕方の外出は控えるようにしましょう
森林再生課　☎220-2217


