
金沢マラソン2022オンライン　参加ランナー大募集！！
スマートフォンに専用アプリをインストールして、それぞれの時間・コース・ペースで
気軽に走ることで完走を目指すオンラインランニングイベントです！

特定屋内広告物特定屋内広告物の規制規制が強化強化されまされます。特定屋内広告物特定屋内広告物の規制規制が強化強化されまされます。特定屋内広告物の規制が強化されます。

開催期間

種目・定員

特　　 典

募集期間

9月9日（金） 0:00 ～ 10月10日（月）23:59

6月10日（金）20:00 ～ 30日（木）23:59
申込み順で、各種目定員に達した時点で締切

特定屋内広告物とは

届出～広告物掲出の流れ

▶▶ ▶ ▶ ▶

▶▶ ▶ ▶▶ ▶

▶屋外広告物

特定屋内広告物

・詳しくはホームページをご覧ください。
・まちなかにおける特定屋内広告物規制強化に関する説明会を開催します。

屋外も 屋内も 共通の基準に整えられた良好な広告景観を目指します。屋外も 屋内も 共通の基準に整えられた良好な広告景観を目指します。屋外も 屋内も 共通の基準に整えられた良好な広告景観を目指します。

①フルマラソン (42.195km)　3,000人（2007年4月1日以前に生まれた方）
②100kmマラソン　　　 　 　1,000人（2004年4月1日以前に生まれた方）
③200kmマラソン　    　  　　 500人（2004年4月1日以前に生まれた方）
④ファミリーラン（10km）　　　　200人（100組）
　 2004年4月2日～2016年4月1日に生まれた方と2004年4月1日以前に生まれた方(満18歳以上)のペア

申込み方法など詳しくは、

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

参加者全員に「オンライン大会オリジナルTシャツ」を８月
下旬に送付予定！完走特典として完走者の中から抽選で
100人に「金沢マラソン2023」優先出場権をプレゼント！
（ただし、ファミリーランを除く）

7月から
まちなか
において

屋内から屋外の公衆に常時または一定の期間継続して表示する文字、記号、図案、商標、写真または可変表示
装置を使うもので、まちなかにあっては窓ガラスなどから２ｍ以内または専ら屋外への広告が目的のもの

令和４年７月１日から、まちなかで特定屋内広告物を掲出または変更するとき、
市に事前協議と届出が必要になります。（既設のものに関する経過措置５年）

事前申込

窓等から２ｍ以内
または専ら広告目的

【問い合わせ先】 景観政策課　 220-2364   FAX224-5046      keikan@city.kanazawa.lg.jp
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金沢市　屋内広告物 検索

メールまたはFAXに希望日時、氏名、会社名、電話番号、質問事項（任意）を明記（6月10日締切）

日　　時
場　　所

 6/15(水)14:00～15:00、16(木)10:00～11:00（両日とも、内容は同じ）
 第二本庁舎2階　2203会議室

NEW

毎週火曜日掲載 令和4年6月7日

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

金沢市役所（〒920-8577　広坂１-１-１）
広報広聴課

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

● ホームページ、facebook ■人口 460,137人
■世帯数 209,739世帯（R4.５現在）● twitter、YouTube

いいね金沢 検索
@CityofKanazawa 検索

　詳しくは
こちらから

松寿荘
☎268-6757
（申込み順）

玉川こども図書館
☎262-0415
（申込み順）

金沢湯涌江戸村
☎235-1267
（火曜休み）

金沢能楽美術館
☎220-2790
（申込み順）

市ファミリーサポートセンター
☎243-3410
（6/24必着、申込み順）

金沢子ども科学財団
☎221-2061
(6/29締切、
　　多数時抽選)
詳しくは、

金沢文芸館
☎263-2444（火曜休み）
(6/8～受付、申込み順)

近江町交流プラザ
☎260-6722
（6/20必着、多数時抽選）

市視覚障害者協会
☎222-8782
（7/7必着、
　　申込み順）

金沢くらしの博物館
☎222-5740

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
☎247-3031

金沢湯涌夢二館
☎235-1112
 (火曜休み)

7/21(木)
9:20～16:30
7/28(木)
9:30～16:30

7/10(日)
11:00～13:30

7～11月まで（全5回）
15:00～16:30
初回：7/9（土）

7/9(土)　
10:30～12:00
14:00～15:30

7/9(土)　
9:30～11:30

7/7(木)、8(金)
11(月)、19(火)

7/3(日)
10:15～11:15

7/2(土)
11:00～12:00

6/26(日)
9:00～15:30

6/25(土)～
11/27(日)

6/19(日)
10:30～11:30

6/19(日)
10:00～11:00
13:00～14:00

6/11(土)
9:00～12:00

6/11(土)～
8/28(日)

6/8(水)～19(日) 
11:00～17:00

6/8(水)、9(木)
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
「陶と染・二人展」－水の季節(とき)に－
※最終日は16:00まで

樹木剪定講座
60歳以上の市民　10人　500円

企画展「金沢の郷土玩具」
観覧料310円

万華鏡づくり
5歳以上の方　500円と入園料310円
※材料がなくなり次第終了

科学あそび　風とあそぼう！
3歳以上の子と保護者　9組
 (小学生は1人で参加可)

第5回企画展 「木で創る－その蓄積と展開－」
詳しくは、

医王山トレッキング　大池平～三蛇ヶ滝
市民15人(初級～中級者向け) 　500円(保険料)
住所、氏名、年齢(保険のため)、電話番号、メール
アドレスを明記し、はがき・メール・FAXで応募

佐野弘宜さんの観能の夕べ　プレ講座
40人　観覧料310円

7月「写謡の会」（演目:氷室・籠太鼓）
30人　 500円と観覧料310円

市ファミリーサポートセンター
新規提供会員講習会（全3回）
市民25人　

おもしろ実験・観察教室「電子工作に挑戦！」
小学5年生～中学3年生  12人  300円

子ども科学スタジオ「おう面鏡と発火」
年長児～小学2年生と保護者
各回16組　100円

詩入門講座～詩を読み、学び、書こう～
中学生以上 10人  2,500円　
※高校生以下無料

おやこの伝統食教室
市内在住の小学３～６年生と保護者　６組
往復はがきで申込み

代読代筆支援従事者養成研修(全2回)
県視覚障害者情報文化センター（芳斉1-15-26）
市内在住、在勤で全日程を受講できる方　14人　2,000円

キゴ山ふれあい研修センター
☎229-0583
（6/15必着、
　　多数時抽選）

金沢・クラフト広坂
☎265-3320

金沢建築館 検索

金沢子ども科学財団 検索

日　時 内　容 場所・問い合わせ先

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（6月30日必着）

卒業・修了制作買上作品セレクション2022
6月13日（月）～7月29日（金）の平日10:00～17:00
近年買上げとなった作品から約20点を展示
金沢美術工芸大学　美術工芸研究所　 262-3519

6/11（土）14:00～15:00　県立美術館　18歳以上 30人　観覧料が必要
北國新聞文化センター　 260-3535（申込み順）
クラフト政策推進課　 220-2373

工芸のつなぎ手人材育成講座　受講者募集中
「第8回日展金沢展鑑賞」 （山岸大成氏解説）

第21回　歯ッピーWell Come!!金沢 in YouTube
詳しくは、
健康政策課　 220-2233

YouTube  金沢市歯科医師会 検索

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

「福祉のつどい」標語募集
市内在住・在勤・在学の方　福祉用語を取り入れた標語
はがきまたはFAXに標語、住所、氏名、電話番号を明記
〒920-0864　高岡町7-25　市社会福祉協議会
231-3571　FAX231-3560（6月20日必着）

城北児童会館　指導員（会計年度任用職員）募集
保育士または教員免許を有する方　1人
応募方法など詳しくは、
城北児童会館　 251-0444

金沢市子育てお役立ちウェブ 検索

子ども議会教室参加者募集
8月2日(火)、4日(木)　自宅または議会フロア
［方式］オンライン10:00～11:00　対面13:30～15:30
市内在住の小学5～6年生と保護者  各10組
※対面方式は児童・保護者の２人のみでご参加ください
議会についての授業、フロア探検、議員体験
申込み方法など詳しくは、
議事調査課　 220-2392（6月24日必着、多数時抽選）

金沢市議会 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
市シルバー人材センター　 222-2411（申込み順）

「LGBT相談」を開始します
毎月第4木曜 14:00～、15:00～　※初回：6/23(木)
市民　各回1人　公認心理師などによる面接・電話相談
※事前予約優先(空きがあれば当日受付可)
ダイバーシティ人権政策課　 220-2095（申込み順）

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を支援します
6月12日（日）9:00～17:00
金沢市国民健康保険被保険者ほか
医療保険課（第一本庁舎1階）　 220-2255

出産入院時にかかる消費税額の返金について
金沢市立病院で出産した方のうち、消費税額を誤って
徴収された方への対応窓口を開設します
平成3年10月以降に出産した方
市立病院医事室　 245-2608

児童手当現況届のお知らせ
提出が必要な方に書類を送付しています
同封の返信用封筒で6月末までに提出してください
子育て支援課　 220-2285

7月10日(日) 14:00～15:30  市民100人
県地場産業振興センター（会場でのオンライン講演会）
ゼロカーボンシティ推進室　 220-2507（申込み順）

地球温暖化と『脱炭素』講演会　
【講師】国立環境研究所　江守　正多氏

金沢市障害者施策推進協議会フォーラム実行委員会   委員募集
市内在住、在勤、在学の方
フォーラムの企画運営など（年6回程度会議開催）
所定の用紙に必要事項を明記し、郵送・FAX・メールで応募
〒920-8577（住所記載不要） 障害福祉課
　  syoufuku@city.kanazawa.lg.jp
220-2289　FAX232-0294（6月28日消印有効）

女性相談・DV相談のお知らせ

・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　月～金曜　9:00～17:00
◆特別相談　※事前面接要

加賀宝生子ども塾発表会
6月12日（日）10:00～14:00　県立能楽堂
加賀宝生子ども塾運営委員会事務局　 220-2442

【問い合わせ先】 企業局お客さまサービス課　 220-2771　FAX220-2693

梅雨の季節 大雨に注意！梅雨の季節 大雨に注意！

18,000～80,000円　※詳細はお問い合わせください

雨水の流出を減らす、雨水タンクや浸透ますの設置費を補助します！
対象区域 補助率

補助限度額
整備費の２/３市内の公共下水道計画区域内の家庭・事業所

登録は無料ですが通信料は受信者の負担となります

パソコンから▶ ▼携帯電話から▼スマートフォンからかなざわ　雨水情報 検索

内水整備課　
220-2342　FAX220-2476

●雨量情報 ・・・・・・・・・・ 雨量が一定量（警戒・警報雨量）を超えた場合のお知らせ
●気象注意報、警報情報・・・金沢市に注意報･警報が発表された場合のお知らせ 

URL https://usui.city.kanazawa.lg.jp/
※kanazawausui@city.kanazawa.ishikawa.jpからの
メールを受信できるように設定しておいてください。

配信内容

登録方法

利用料

問い合わせ先

『かなざわ雨水情報システム』『かなざわ雨水情報システム』に登録すると、雨量や気象情報をメールで受信できまに登録すると、雨量や気象情報をメールで受信できます！『かなざわ雨水情報システム』に登録すると、雨量や気象情報をメールで受信できます！



【問い合わせ先】歴史都市推進課　 220-2208　FAX224-5046

“金澤町家外観一斉調査”を実施しま“金澤町家外観一斉調査”を実施します“金澤町家外観一斉調査”を実施しま“金澤町家外観一斉調査”を実施します“金澤町家外観一斉調査”を実施します
・本市では、金沢の貴重な歴史文化資産である「金澤町家（昭和25年以前に建てら
れた市内の木造建築物）」の保全と活用を推進しています。
・施策を進める上での基礎資料とするため、金澤町家の数や外観の状況などの実態
を把握する調査を５年に１度実施しています。

調査期間 ６月上旬～９月中旬頃
金澤町家保全活用推進区域　および　その周辺地区の一部
（中心市街区域、金石・大野区域、旧北国街道森本・花園区域、二俣・田島区域、湯涌温泉街区域）

金澤町家（昭和25年以前に建てられた木造の建築物）
特定非営利法人金澤町家研究会会員、大学教員、設計士などで金沢市が認めた者
※調査員は金沢市の発行した調査員証を携帯しています
調査員が主に道路から見える範囲について観察し、建物外観の写真を撮影
※外観のみの調査で、建物内部に入るなどの調査は行いません

調査区域

調査対象

調 査 員

調査方法

【問い合わせ先】 福祉政策課　 220-2288
FAX260-7192

高齢者福祉保健台帳の
調査を行います

7月15日（金）まで
R4.3.31現在満70歳および65歳で、以下の世帯に属する方
①単身世帯　②高齢者夫婦世帯
③高齢者のみの同居世帯
④寝たきり・認知症の方を介護している世帯身分証を携帯した民生委員が訪問し、

満70歳の方と登録を希望する満65歳の
方に、聞き取り方式で調査を行います。

日時

対象

日時
対象

場　　所

申込み方法

長土塀青少年交流センター
①氏名②ふりがな③郵便番号④住所⑤電話番号⑥学校名
⑦学年組を明記し、長土塀青少年交流センターにメール
（7月29日必着）

同日の午前中に、市内小中学校の希望校で実施します。
団体受検を実施するかは、各学校にお問い合わせください。

個人
受検

団体
受検

第
16
回 ジュニアかなざわオンライン検定ジュニアかなざわオンライン検定

受検料無料

小学生・中学生それぞれ択一式５０問（４５分間）
主に「こども金沢市史」改訂2版（令和2年3月発刊）から出題します。

90点以上はゴールドカード、80点以上はシルバーカード、70点以上
はブロンズカードを発行します。

100点満点は 「ジュニアかなざわ博士」に認定します。

小中学生のみなさんに金沢について学び、金沢を大好きになってもらうためにつくられた検定です。オンラインを利用して、もっと気軽に楽しく参加できるようになりました。

ジュニアかなざわ検定とは

最も優秀な
受検生と
最も優秀な
団体受検校を
表彰します。

【問い合わせ先】
〒920-0865   長町3-3-3
長土塀青少年交流センター
２２０-２102　FAX２65-7499
nagadohe-yc@city.kanazawa.lg.jp

【中学生】8月18日（木） 【小学4～6年生】8月19日（金）
8:30～9:15  または  9:30～１０:15

毎週火曜日掲載 令和4年6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！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

事務2人　詳しくは、
金沢芸術創造財団 223-9888（7月14日必着）

金沢芸術創造財団 検索

金沢芸術創造財団　非常勤職員（障害のある方）募集
（10月採用）

6月15日（水）は児童手当の定例支払日です
子育て支援課 220-2285

金沢勤労者プラザ　講座受講生募集

①11,220円 ②8,500円 ③10,440円 ④9,200円 ⑤⑥9,720円
金沢勤労者プラザ 221-7771（申込み順）

期間 曜日 時間 回数講座名

① やさしい英会話

②

7/1～9/30 15:30～17:00

10:30～12:00

10:30～12:00

18:00～20:00

10:00～12:00

18:30～20:00

11金

土

土

月

水

水

フリースタイルダンス

③

7/2～9/17 10

ソフトヨガ 7/2～9/24 12

10

12

12

④ いけ花（池坊） 7/4～9/26

⑤ リズム＆ストレッチ 7/6～9/28

⑥ 水曜エアロビクス 7/6～9/28

金沢芸妓夏のお稽古風景特別体験会
【ひがし】7月2日、9日、16日の土曜 13:00～14:00
【に　し】7月23日、30日、8月27日の土曜13:00～14:00
【主計町】7月2日、9日、23日の土曜 13:00～14:00
各茶屋街の検番事務所　各20人　1,000円
観光政策課 220-2194(申込み順)

パソコン教室　受講生募集

①②④⑥⑧⑨10:00～12:00、③⑤⑦13:30～15:30
各7人（2人以上で開講）①②3,200円、③⑤⑦⑧9,600円＋テキスト代、
④⑨6,400円＋テキスト代、⑥8,000円
市シルバー人材センター 222-2411（6/21締切、申込み順）

日程 回数講座名

① スマホでLINE(スマホ持参) 7/1、8の金曜 2
② ズーム2日間 7/2、9の土曜 2
③ ワード入門 7/2～8/6の土曜 6
④ パソコン会計入門 7/3～24の日曜 4
⑤ エクセル入門Aコース 7/3～8/7の日曜 6
⑥ 70代からのスマホ(スマホ持参) 7/4～8/8の月曜(7/18除く) 5
⑦ パソコン入門（初心者対象） 7/4～8/8の月曜 6
⑧ エクセル入門Bコース 7/6～8/10の水曜 6
⑨ パワーポイント入門 7/7～28の木曜 4

13:30～16:30　18歳以上の方　各10人
各回1,000円　※材料費別途必要、一括申込みは2割引
北國新聞文化センター 260-3535（申込み順）
クラフト政策推進課 220-2373

工芸のつなぎ手人材育成講座　基礎コース
講座①つくることから工芸を知る

日程 会場項目

① 加賀象嵌 7/2（土）
② 金沢箔 7/9（土）
③ 郷土玩具 7/23（土）
④ 漆芸 7/30（土）
⑤ 金沢仏壇 8/6（土）
⑥ 加賀水引細工 8/20（土）
⑦ 加賀てまり・ゆびぬき 8/27（土）
⑧ 金沢九谷 9/10（土）
⑨ 竹工芸 9/24（土）
⑩ 加賀友禅

北國新聞会館
金銀箔工芸さくだ本店
中島めんや
北國新聞会館
大竹仏壇製作所（匠楽）
津田水引折型野町店
加賀てまり毬屋
北國新聞会館
工房（雪竹庵）
毎田染画工芸10/1（土）

【問い合わせ先】商工業振興課　 220-2205　FAX260-7191

●奨励金10万円（大賞は50万円）と認定証を交付
●認定製品の販路開拓（見本市出展など）に必要な経費の一部を支援
●「金沢かがやきブランド情報発信チーム」として各種イベントに出展　など
※認定に至らなかった申請製品に対しても、審査会の推薦があった場合には
　課題解決に向けたフォローアップを実施します

あいうえ

金沢のものづくり 検索

認定されると

●市内に１年以上、主たる事業所または認定を受けようとする製品・技術の生産施設
がある製造業または情報サービス業を営む中小企業者など
●おおむね１年以内に開発された新製品・新技術が対象
 機械　情報　食品　生活関連  の部門ごとに１製品程度
※うち最も優秀と認められる製品（１製品程度）を「大賞」として認定します
７月29日（金）17:00必着

応募について
申 請 資 格

認 　 　 定

募 集 締 切

令和3年度認定製品（大賞）

市内の中小企業者が開発した新製品・新技術を募集し、
その中で優秀と認められるものを

「はなもっこ置時計」
有限会社シーブレーン

金沢かがやきブランド認定製品を募集しています

これまでに、機械製品、ソフトウェア、加工食品、生活雑貨など153製品を認定
金沢かがやきブランド として認定します。

金沢子ども科学財団 検索

日時 内容 場所・問い合わせ先

中村記念美術館
☎221-0751

千寿閣
☎222-0008

市スポーツ事業団
☎247ｰ9019

安江金箔工芸館
☎251ｰ8950

金沢海みらい図書館
☎266-2011

金沢湯涌江戸村
☎235-1267（6/15　9:30～
受付、申込み順、火曜休み）

金沢健康福祉財団
☎222-0102
（申込み順）

キゴ山ふれあい研修センター
☎229‐1141
（8:30～受付、申込み順）

親子でぷらっとサイエンス！～宇宙と電波～
小学4～6年生と保護者　7組
プラネタリウム観覧など

寺子屋「寺島蔵人塾」民俗学学習講座
「江戸時代城下町金沢にすでにあった
ＳＤＧｓ（環境）問題」
近江町交流プラザ　45人　500円

ウォーク＆スイミング教室
鳴和台市民プール
初級者向け　月額4,180円

ナイトスイミング教室
西部市民プール
初級者向け　月額4,180円

俳句講座　受講生募集
60歳以上の市民　10人

日舞講座　受講生募集
60歳以上の市民　5人

樹木剪定講座  受講生募集
60歳以上の市民　10人   500円

手づくり工作教室
ペットボトルで「けん玉」づくり
※材料がなくなり次第終了

企画展「時代を映すひとびとの姿
～《竹取物語絵巻》一挙公開～」
観覧料310円

海の警察　海上保安官フェスタin海みらい
海洋環境を守るための道具や装置の展示など

江戸ライフ体験～イロリで火おこし～
各回2組　※1組5人まで
300円と入園料310円

ギャラリートーク「金沢の郷土玩具」
各回10人　観覧料310円

近江町市場ふれあい館
65歳以上の市民　各10人　500円

鶴寿園
65歳以上の市民　14人　500円

スキルアップ研修会
「ひとにやさしいケアと福祉用具」（全12回）
80人　個人：6,000円、施設：10,000円
Zoomで配信　※専門職対象

ちょっとひといき
ママのための自分時間（全3回）
市内在住、在勤の4カ月～未就学児の母　15人
詳しくは、

おもしろ実験・観察教室
「地震のゆれを計ろう～マイ地震計をつくろう～」
小学3年生 12人 300円

子ども科学スタジオ
「色あそびの化学～金時草を使って～」
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
「ホタルのふしぎを体験しよう」
小学4年生　12人　 300円

全国統一かけっこチャレンジ2022in金沢
市営陸上競技場　5歳以上
大人：1,100円、高校生以下：600円
詳しくは、

和食のジュニアエリート養成事業
参加者募集（全６回）
金沢未来のまち創造館
市内在住、在学の小学4年～中学3年生  12人
詳しくは、

金沢くらしの博物館
☎222-5740（申込み順）

万寿苑
☎244-6745（申込み順）

松寿荘
☎268-6757（申込み順）

鶴寿園
☎298-9355（申込み順）

7/16（土）
10:30～12:00、
14:00～15:30

市スポーツ事業団
☎247-9019
（7/18締切）

7/9（土）
9:30～11:30

7/9（土）
13:30～15:00

7～12月
の土曜　
※初回7/9

7/13～27
の水曜
10:00～11:30

7/16（土）
9:30～11:30

7/16（土）
13:30～15:30

7/31（日）
8:30～13:00

7～9月
※初回7/31（日）

7/8､22､8/26の金曜
11：00～12：30

8/1(月)
11：30～13：00

6/26（日）
11:00～、14:00～

6/26（日）
10:00～、
13:30～

6/19（日）
10:30～16:00

6/18日（土）
   ～9/25（日）　

6/18日（土）
10:30～16:00

6/18日（土）
9：00～12：00

火曜
10:00～12:00

第1､3火曜
10:00～12:00

木曜
19:30～20:30

火曜
19:00～20:00

金沢子ども科学財団
☎221‐2061
（7/6締切、
   多数時抽選）
HPから申込み
詳しくは、 

寺島蔵人邸
☎224-2789
（6/15　9：30～受付､
申込み順､火曜休み）

金沢福祉用具情報プラザ
☎234-9900
（6/23締切､申込み順､
火曜休み）

産業政策課
☎220-2204
（7/11必着、
　多数時抽選）

市女性センター
☎223-1265
（申込み順、託児
申込みは6/29締切）

日時 内容 場所・問い合わせ先

金沢栄養ケアセンター　フレイル予防栄養教室

大人のスイミング教室　受講生募集

展示替えのため6/20（月）から24（金）まで
休館します

金沢市女性センター 検索

かなざわスポーツねっと 検索

金沢市　和食のジュニアエリート 検索



【問い合わせ先】 危機管理課　☎220-2366　FAX233-9999

※熱中症予防のため、飲み物、タオルなどをお持ちください。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止させていただく場合があります。

地震体験

▼申込みはこちら

非常持出袋作り

8月7日（日）

夏休みかなざわ親子防災デー夏休みかなざわ親子防災デー夏休みかなざわ親子防災デー
開 催 日
場　　所
対　　象
体験内容

申込方法

親子で、防災について楽しく学ぼう親子で、防災について楽しく学ぼう
第１部10:00～11:40（9:45集合）第2部13:00～14:40（12:45集合）

市内在住の小学生とその保護者 ※各部30組（１組につき保護者は２人まで）
市役所第二本庁舎 災害対策本部室ほか

ホームページから申込み（7月８日締切、多数時抽選）

▶避難所体験
▶非常持出袋作り
▶防災クイズ
▶地震体験　など

【問い合わせ先】 都市計画課　☎220-2351　FAX222-5119

申込方法

tokei@city.kanazawa.lg.jp

電話、メール、チラシ申込欄の郵送・持参など
※新型コロナウイルスの感染状況により開催内容を変更する場合があります。
※当日の模様は市公式YouTubeチャンネルでも配信予定です。

「木の文化都市」を目指す金沢のまちづくりについて「木の文化都市」を目指す金沢のまちづくりについて
一緒に考えてみませんか？一緒に考えてみませんか？一緒に考えてみませんか？

入場無料
定員100人
入場無料
定員100人

どなたでも入場できます

「木の文化都市・金沢 市民シンポジウム2022～身近な木の文化について学ぼう～」
●７月23日（土）13:00～16:00（12：30開場予定）●金沢東急ホテル５階 ボールルーム日時 会場

第1部 第2部
「木のあるまちとくらしを
　　　　　　　  つくりつづけるために」

「くらしの中の”木の文化”について考える」

講師：NPO法人サウンドウッズ
　　　　　　　　代表理事　安田　哲也氏

基調講演 パネルディスカッション

水野　一郎氏（谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 館長）ファシリテーター

安田　哲也氏（NPO法人サウンドウッズ代表理事）
岩本　歩弓氏（金沢桐工芸　岩本清商店）
吉見　　聡氏（(有)吉見建築士事務所代表取締役）

パネリスト

毎週火曜日掲載 令和4年6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

◆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）
　6月25日（土）17:25～17:30
　「交通・まちなかクーポン連携実証実験」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「作るなら今だよ！マイナンバーカード」

①7月9日（土）、②9月3日（土）10:00～12:00
オンライン開催（Zoom）
市内在住の新婚夫婦、未就学児を持つ夫婦など　15組30人
詳しくは、
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095
（①7月3日締切、②8月28日締切、申込み順）

金沢市　家事シェア 検索

パートナーと一緒に取り組む家事・育児
「2人の未来を話そう」ワークショップ参加者募集

木育ワークショップ「木とあそぼう」
７月３日（日）10:30～12:00　小学生　20人
玉川こども図書館　☎262-0415（10:00～受付、申込み順）

金沢海みらい図書館の催し

7月7日（木）13:30～15:00　16歳以上の方　10人　500円

7月9日（土）14:00～15:00　2～3歳児の親子　10組
金沢海みらい図書館　☎266-2011（10:00～受付、申込み順）

①「製本体験　ふわふわ表紙のメモ帳を作ろう」

②ツエーゲン金沢「読む＆ふれあう」

金沢こども料理塾・基礎コース（全６回）
7/26～8/23の火・金曜（8/9、12、16を除く） 
13:00～15:00 ※8/19のみ12:00～15:30
市内在住の小学３年生以上　12人
往復はがきに教室名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、
学年を明記　〒920-0907　青草町88　近江町交流プラザ
☎260-6722（7月1日必着、多数時抽選）

ビューティ3B体操　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/月　②2,400円/月
市スポーツ事業団　☎247-9019

7月2日～30日の土曜　※7月16日を除く
北國新聞文化センター本部教室（南町2-1）など
18歳以上の方　各10人　各回1,000円（材料費別）
北國新聞文化センター　☎260-3535（申込み順）
クラフト政策推進課　☎220-2373

工芸のつなぎ手人材育成講座　基礎コース
講座①つくることから工芸を知る

「緑あふれる金沢」写真コンテスト
サイズ：A4または四つ切り
金沢の四季折々の風景を収めた写真を募集
詳しくは、
応募票と写真を送付　※応募票は市民センターなどで配布
〒920-8577（住所記載不要）　緑と花の課
☎220-2356（9月9日消印有効）

緑あふれる金沢 検索

いいね金沢環境活動賞　募集
市内で環境保全活動を行っている個人、団体、事業所を表彰
詳しくは、
環境政策課　☎220-2304（7月22日必着）

金沢市　環境活動賞 検索

かなざわ歯ッピー長寿8020（ﾊﾁﾏﾙﾆｲﾏﾙ）賞　募集
表彰式：11月予定　
市内在住の今年度80歳以上で歯を20本以上保って
いる方のうち、この表彰を受けたことがない方　30人
最寄りの歯医者に申込み
健康政策課　☎220-2233（9月17日締切）

伝統工芸実演＜和傘＞
6月26日（日）10:00～17:00　※昼1時間休憩あり
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「大拙と出会う」　参加者募集
6月26日（日）14:00～15:00
入館料310円
鈴木大拙館　☎221-8011

6月27日（月）～7月7日（木）は展示替えのため休館します
泉鏡花記念館　☎222-1025

樹木剪定講座
6月25日（土）9:00～12:00 60歳以上の市民 10人 500円
鶴寿園　☎298-9355（申込み順）

6月21日（火）～24日（金）は展示替えのため、
金沢縄文ワールドは休館します

市埋蔵文化財センター　☎269-2451

７月の人権相談
　１日（金）第一本庁舎２階　13:00～15:00
　６日（水）夕日寺公民館　　13:00～16:00
２０日（水）浅野町公民館　　13:00～16:00
２７日（水）千坂公民館　　　13:00～16:00
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

個人市・県民税の第１期の納期限は6月30日（木）です
市民税課　☎220-2161

市税の休日・夜間納付相談窓口を開設します
6月23日（木）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

４回目接種を対象とした新型コロナワクチン集団接種を開始します

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金のご案内

【対象者】
【会　場】
【開設日】
【予　約】

４回目接種券をお持ちの方  ※３回目接種の予約・接種も可能
金沢市役所第二本庁舎 （モデルナ） 定員：各回340人
７月２日以降の毎週土曜午後
接種日の前週の月曜より予約可能

【 支 給 額 】 １世帯当たり10万円       
【支給対象者】　令和４年度分住民税非課税世帯 （令和３年度分支給対象世帯は除く）
【支給時期】　７月下旬以降、確認書の返送を受け付けた方から口座振込を開始します

LINE予約はこちらから▶

【問い合わせ先】　金沢市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター　☎204-7844（平日9:00～18:00）
詳しくは、金沢市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 検索

　①LINE予約（金沢市LINE公式アカウント）
　②コロナワクチンコールセンター　☎213-5670（平日9:00～17:45）
　　　　  市内医療機関でノババックスでの接種の予約受付を開始しています。（１～３回目の接種可能）
　　　　  接種可能な医療機関等、詳しくは公式ホームページをご覧ください 金沢市ワクチン 検索

対象者には、6月30日（木）以降、順次受給に必要な確認書を送付します

お知らせ

金沢・クラフト広坂
☎265‐3320

千寿閣
☎222-0008
(②9:00～受付、
　　申込み順)

安江金箔工芸館
☎251-8950

金沢蓄音器館
☎232-3066
（①～③
6/22 10:00～受付、
④6/29 10:00～受付、
申込み順、
　　  火曜休み）

「CONTRAST　Ⅱ」黒柿×チタン
※最終日は16:00まで

6/22(水)～7/3(日)
11:00～17:00

金沢子ども科学財団
☎221-2061
（7/13締切、多数時抽選）

ごみ減量推進課
☎220-2302
（7/8締切、
　多数時抽選）

市母子寡婦福祉連合会
☎224-3417
(7/8締切、多数時抽選）

農業水産振興課
☎220-2213（7/19必着）

子ども科学スタジオ「恐竜時代の化石をしらべにいこう」
尾添川周辺・白山国立公園センター
年長児～小学２年生と保護者　10組　300円

①とむろひろば～かえっこバザール～（全4回）
各回５組　戸室リサイクルプラザ

②とむろひろば～エコ工作教室～（全２回）
各回10組　戸室リサイクルプラザ　300円

③キッズタウンリユース市
～とむろキッズの森リユース市・出張版～
75組　西部環境エネルギーセンター

苔玉教室
市内在住のひとり親家庭の親子　10人
600円

加賀野菜グルテンフリー料理教室（Zoom）
市民20人　詳しくは、

7/23(土）
9:30～15:30

7/23（土）
10:00～12:00

金沢ふるさと偉人館
☎220-2474

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

6/25（土）
13:30～14:00

①バルーンアート教室
20人　※材料がなくなり次第終了

6/25(土）
10:30～14:30

②季節の寄せ植え教室
市民12人　2,000円/人

6/26(日)
10:30～12:30

夏季展「金の美術工芸ー截金と金箔ー」
観覧料310円

6/25(土）
　～9/25（日）　

①コンサート「まだら模様のベートーヴェン」
33人　500円

7/2（土）
14:30～

②SP盤鑑賞会「時代を飾った歌物語」
33人　観覧料310円

7/9（土）
14:30～

③SP盤鑑賞会「音盤の記憶」
33人　観覧料310円

7/16（土）
14:30～

④コンサート「相撲実況のエピソードとともに」
33人　1,000円

7/22（金）
18:30～

7/27（水）
10:00～12:30

7/24（日）
10:00～12:00

8/6（土）
10:30～12:00

日時 内容 場所・問い合わせ先

金沢市農産物ブランド協会 検索



【問い合わせ先】 交通政策課　 220-2038　FAX220-2048

【問い合わせ先】 金沢市事業者支援金コールセンター　 220-2127（商工業振興課内）　受付時間平日9：00～17：45

購入可能なデジタル乗車券

新 機 能

「のりまっし金沢」へのアクセスはこちら▶

［鉄道］鉄道線全線１日フリー乗車券

石川線ー香林坊
乗継きっぷ

［バス］金沢市内１日フリー乗車券

▷まちなかで開催されるイベント情報の発信
▷まちなかの商業施設情報の発信
▷お得なクーポンの提供

［鉄道］土日祝限定
　　　１日フリーエコきっぷ

　　　1,100円　　550円

　　　1,000円　　500円

600円　　300円

660円　　330円

600円　　300円

500円　　250円

石川線（野町～鶴来）と浅野川線（北鉄金沢～内灘）が乗り放題

※表示区間は一例です

香林坊⬅➡
押野駅～野々市工大前駅

香林坊⬅➡
陽羽里駅～鶴来駅

おとな

石川線
浅野川線

こども

市のホームページからダウンロードできるほか、市商工業振興課、金沢商工会議所、
森本商工会などで入手できます

８月31日（水）→10月31日（月）まで申請期限を延長しました！

国および県の事業復活支援金を受給された市内事業者の皆様へ
支給上限額を一律から県給付額の半額まで引き上げます。
※既に市の一律支給を受け、差額が生ずる方には、追加支給します。（申請が必要です）

「のりまっし金沢」のデジタル乗車券なら乗り降り自由で、
お得にお出かけが可能！
是非この夏、「のりまっし金沢」でお出かけください。

バスや鉄道が１日乗り放題となるデジタル乗車券を販売するWebアプリ
「のりまっし金沢」にお出かけがお得に楽しくなる新しい機能が追加されました。

で取得可能に！
楽しいイベント情報やお得なクーポンが

金沢市事業復活臨時支援金“拡充”のお知らせ

支給額

申請期限

申請書の入手方法

個　人
事業主

法　人売上高
減少率

▲50%以上

▲30%以上
　50%未満

最大12.5万円
（差額2.5万円）
一律10万円 一律25万円

一律6万円

拡充前

拡充後

拡充前

拡充後

一律15万円

一律25万円
（差額なし）

（差額なし）
一律15万円最大7.5万円

（差額1.5万円）
最大22.5万円
（差額7.5万円）

最大37.5万円
（差額12.5万円）

最大37.5万円
（差額22.5万円）

最大62.5万円
（差額37.5万円）

年間売上高
1億円以下

1億円超～
5億円以下 5億円超

金沢市　事業復活☆詳しくはホームページをご覧ください 検索
金沢市事業復活臨時支援金の申請手続の流れ

申請②

申請①

金沢市事業復活臨時支援金（追加給付分）の申請

金沢市事業復活臨時支援金
（一律給付分）の申請

金沢市事業復活臨時支援金を
初めて申請される方
石川県事業復活支援金

（一律給付分、追加給付分）の入金後 石川県事業復活支援金
（追加給付分）の入金後

《New》

金沢市事業復活臨時支援金を
既に申請された方
（①がお済みの方）

※①、②あわせて申請してください ※②のみ申請してください

〈乗り降り自由〉

得マル
7月4日
スタート

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

◆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」（7/1～放送）

◆いいね金沢（北陸放送）
　7月2日（土）17:15～17:30
　「和のオーケストラ
　　　　　　～金沢素囃子の魅力～」

毎週火曜日掲載 令和4年6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 　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

市スポーツ事業団　受講生募集のお知らせ

1期：7/25（月）～28（木）、2期：8/1（月）～ 4（木）、
3期：8/16（火）～19（金）　10:00～11:30
西部市民プール　小学生　各15人　4,000円

［市総合体育館コース］ 13:30～14:45
1期：7/26（火）～28（木）、2期：8/3（水）～5（金）  
［西部市民体育会館コース］10:30～11:45
1期：8/8（月）～10（水）、2期：8/23（火）、25（木）、26（金）
小学生　各18人　2,000円
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　 247-9019（多数時抽選）

かなざわスポーツねっと 検索

◆夏休みジュニアスイミング短期教室

◆夏休みトランポリン教室

①生活保護受給世帯  
②要介護３～５の認定を受けている高齢者のいる世帯
③重度障害のある方のいる世帯 ④児童扶養手当受給世帯
（②～④は市民税非課税世帯が対象）
上記対象世帯にはご案内の書類を順次送付します
助成額：11,000円／世帯
詳しくは、
生活支援課　 220-2292（10月31日締切）

いいね金沢　光熱費助成金 検索

原油価格高騰に伴う福祉光熱費助成金について

弥生・古墳時代の匠の技
9月11日(日)まで　金沢縄文ワールド
市埋蔵文化財センター　 269-2451

「日本女性会議2022鳥取くらよし」参加者募集
10月28日(金)、29日（土）　鳥取県倉吉市　
市内在住、在勤、在学の18歳以上の方　1人 
所定の用紙に必要事項を記載し応募
ダイバーシティ人権政策課　 220-2095（7月31日必着）

KANAZAWA本の森読書会「掃除婦のための手引き書」
7月21日（木）19:15～20:15  10人
読書体験や感想、意見などを共有する交流会
※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)

下水道排水設備工事責任技術者認定試験
10月31日（月）13:30～15:45　県地場産業振興センター
受験手数料7,000円、受験講習（希望者）8,000円、
テキスト・問題集（希望者）4,500円
所定の用紙を郵送または持参
〒920-0031　広岡3-3-30　企業局企業総務課
220-2374（7月22日～受付、8月5日消印有効）

高砂大学校オープンカレッジ短期講座　受講者募集
8月25日～9月15日の木曜　
60歳以上の市民　90人（全4回受講可能な方）
受講申込書とはがきを提出
中央公民館彦三館　 261-8100（多数時抽選）

金沢ナイトミュージアム 検索

朗読ライブ「寂聴さんを語る」
8月14日(日)　13:00～、16:30～　金沢市民芸術村
各50人　2,500円（22歳以下1,500円）
HPから申込み　詳しくは、
金沢文芸館　 263-2444（6/29～受付、申込み順、火曜休み）

工芸のつなぎ手人材育成講座　基礎コース
講座①つくることから工芸を知る　受講者募集中

13:30～16:30　18歳以上の方　各10人
各回1,000円　※材料費別途必要
北國新聞文化センター　 260-3535（申込み順）
クラフト政策推進課　 220-2373

日程 会場項目

① 加賀象嵌 7/2（土）
② 金沢箔 7/9（土）
③ 郷土玩具 7/23（土）
④ 漆芸 7/30（土）
⑤ 金沢仏壇 8/6（土）
⑥ 加賀水引細工 8/20（土）
⑦ 加賀てまり・ゆびぬき 8/27（土）

北國新聞会館
金銀箔工芸さくだ本店
中島めんや
北國新聞会館
大竹仏壇製作所（匠楽）
津田水引折型野町店
加賀てまり毬屋

緑の相談広場 ～緑と花の市民講座～
7月16日（土）13:30～15:00　近江町交流プラザ　60人
「樹木とのつながりと楽しみ」「夏に植え、秋を彩る球根」
緑と花の課　 220-2356（7月7日締切、多数時抽選）

パソコン教室　受講生募集
回数講座名

① 70代からのスマホ　Bコース
②

5
スマホでLINE

③
④

2

簡単ズーム
5
1

10:00～12:00
各7人（3人以上で開講）
①②④スマホまたはタブレット持参　③パソコン操作できる方
①④8,000円　②3,200円　③1,600円
市シルバー人材センター　 222-2411（7月5日締切、申込み順）

日程

7/15～8/12の金曜
7/16、23の土曜
7/30の土曜

70代からのスマホ　Cコース 7/31～8/28の日曜ぽい捨て等防止重点区域指定審査会 委員募集
任期：8月1日から2年間　18歳以上の市民　1人
所定の用紙に必要事項と応募動機（400字程度）を
記入し申込み   ※作文と面接による選考
市民協働推進課　 220-2026（7月15日必着）

会計年度任用職員（弁護士）募集
弁護士資格を有するなどの受験資格に該当する方　1名
詳しくは、
人事課（第一本庁舎4階）　 220-2079

金沢市　会計年度　採用試験 検索

元気に長生き！新しい生活様式のフレイル予防

7月11日（月）、15日（金）14:00～15:00
千寿閣　65歳以上の市民　各回5人  100円

7月20日（水）14:00～15:00  Zoomによる配信
詳しくは、
金沢健康福祉財団　 222-0102（①申込み順）

金沢健康福祉財団 検索

①Zoomで繋がろう（フレイル予防の講話、Zoomの使い方紹介）

②Zoomで学ぼう（言語聴覚士によるフレイル予防の講話や実技）市税の休日・夜間納付相談窓口を開設します
7月3日（日）～8日（金）　
［日曜］9:00～17:30　［平日］17:45～20:00
税務課（第一本庁舎2階）　 220-2171・2172・2173

企業立地課からのお知らせ

予約受付期間：7月1日（金）～8月31日（水）

申込受付期間：7月1日（金）～7月29日（金）

申込受付期間：7月1日（金）～7月29日（金）
詳しくは、

企業立地課　 220-2225
第2次いなほ　分譲 検索
金沢テクノパーク　分譲 検索

◆金沢テクノパークNo.3、4の分譲予約申込受付開始

◆金沢テクノパークNo.5の分譲申込受付開始

◆第2次いなほ工業団地の分譲申込受付開始

キゴ山サマーチャレンジスクール『冒険王』
8月5日（金）～7日（日）　2泊3日
市内在住の小学4年生～中学3年生  36人　4,000円
野外炊飯、登山と沢遊び、ドラム缶風呂、天体観測など
はがきに住所、氏名（ふりがな）、学年、学校名、性別（グルー
プ分けのため）、生年月日（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（7月15日必着、多数時抽選）

七夕まつり
7月7日（木）17:00～20:30
プラネタリウム上映、星座解説など
キゴ山ふれあい研修センター　 229-1141 
（プラネタリウムのみ要予約、12:00～受付、申込み順）

子ども科学スタジオ「チリメンモンスターをさがそう」
7月30日（土）10:30～12:00、14:00～15:30　
年長児～小学2年生と保護者　各回16組　100円
HPから申込み　詳しくは、
金沢子ども科学財団　 221-2061　
（7月20日締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

企画展「七夕図屏風」「ほたる」の時代　ギャラリートーク
7月3日（日）14:00～14:20　観覧料310円
金沢湯涌夢二館　 235-1112（当日先着順）

第37回氷室開き
6月30日（木）10:00～11:30　
湯涌温泉氷室小屋、金沢湯涌夢二館前広場
湯涌温泉観光協会　 235-1040（火曜休み）

新城すみれの道草日和展
7月24日（日）まで 10:00～18:00
金沢・クラフト広坂　 265-3320

医療保険課からのお知らせ

受付期間：7月1日（金）～26日（火）
40歳以上の国民健康保険加入者　400人　自己負担額10,080円
金沢市特定健康診査の受診結果が必要
申込み方法など詳しくは、

対象者へ7月上旬に申請書を送付
医療保険課（第一本庁舎１階）　
220-2255(①多数時抽選）

金沢市　脳ドック受診助成 検索

①脳ドック受診助成申請受付について

②8月発効の国民健康保険限度額適用認定証（年次更新分）の
　交付申請を7月1日（金）より受付します

家屋調査にご協力を！
今年中に新築・増改築した家屋の中を所有者か代理の
方の立ち会いのうえ、調査員（身分証携帯）が調査します
※家屋を取り壊された方、取り壊し予定の方はご連絡下さい
資産税課　 220-2156

「ごみを減らそう！」ポスター作成教室
7月31日(日)、8月5日（金）10:00～15:00　
西部環境エネルギーセンター　市内の小学生　各15人
ごみ減量推進課　 220-2302（申込み順）

思索体験プログラム
「朝・思索のすゝ め　大桑編」参加者募集

7月31日（日）7:30～8:10　25人　300円
鈴木大拙館　 221-8011（7月1日～受付、申込み順）

夏休み親子教室　参加者募集

7月30日（土）13:30～14:30
  
8月7日（日）10:00～12:00
女性センター　市内在住の親子6組
ダイバーシティ人権政策課　 220-2095（申込み順）

◆折り紙を使ったお菓子皿づくり

◆子どもでもできる防災食

「かなざわケアサポーター」の資格を取ろう！
7/29（金）、8/1（月）、3（水）　未来のまち創造館
ホームヘルパーの仕事に興味のある方　30人　1,500円
金沢健康福祉財団　 260-0071（7月21日必着）

千寿閣の催し

7月2日（土）10:30～14:30　20人　※材料がなくなり次第終了

7月3日（日）10:30～   市内在住の親子　6組

7/16（土）、17(日）9:30、11:00、13:00、14:30の
いずれか1回（16日は午前のみ）と8/6（土）
市内在住の小学生と保護者　30組　500円/人
はがきに教室名、住所、氏名、子の学年、電話番号を明記
〒920-0822　東長江町辺2－1
千寿閣　 222-0008
（②申込み順、③7月7日必着、多数時抽選）

①バルーンアート教室

②アートを楽しもう～うちわに絵を描こう～

③夏休み親子陶芸教室（全2回）

【問い合わせ先】 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター　 204-7844（平日9：00～18：00）

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活の
支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等の方に対し、給付金（１世帯当たり10万円）を支給します。
ただし、過去に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受けた世帯は受給できません。

・親（課税）に扶養されている大学生などの単身世帯
・子（課税）に扶養されている両親の世帯　など

次の１～３いずれかに該当する世帯支給対象世帯

支給対象と
ならない世帯の例

１  令和４年度住民税非課税世帯（６月30日より順次確認書を送付します。）
２  令和３年度住民税非課税世帯（確認書は送付済です。返送期限の９月30日までにお手続きください。）
３  家計急変世帯　　　　　　  （申請が必要です。申請期限は9月30日です。）
　・受給は１世帯１回限りで、上記１～３の重複受給はできません。
　・住民税非課税世帯とは、世帯の全員が住民税（均等割）非課税者である世帯です。
　ただし、以下の場合は対象にはなりませんので、ご注意ください。

金沢市　非課税世帯　給付金 検索詳しくは、


