毎週火曜日掲載
金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

令和4年5月3日
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● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢

検索

@CityofKanazawa 検索

詳しくは
こちらから

■人口 ４５９,５４９人
■世帯数 ２０８，
７０４世帯
（R4.4現在）

金沢市健康診査が始まりました
金沢市の健康診査が始まりました！該当の方には４月末に受診券を送付しました。
がん検診などの対象年齢の市民の方は、受診券が送られてこなくても「集団検診」を受診できます。
４月中に各ご家庭に配布した冊子「金沢市健診と保健のしおり」をご覧ください。
対象年齢は
令和５年3月31日現在

集団検診
福祉健康センターなどで受診

すこやか検診
病院・医院で受診
5/1
（日）
〜10/31
（月）

実施期間

5/14
（土）
〜12/18
（日）

・金沢市国民健康保険に加入の方
・生活保護受給中
（医療保険に未加入）
の方
・石川県後期高齢者医療制度に加入の方

特定健康診査
40歳以上の方

若年者健診

金沢市から
受診券を
お送りします。

市民の方
受診券は不要です

18〜39歳の方

がん検診など
検診項目により対象
年齢が異なります。

金沢市から受診券が送付された方のみ
お勤めでない市民の方に金沢市から
受診券を送付します

市民の方
受診券は不要です
（肝炎ウイルス検査は受診券が必要です）

すべての健診
（検診）
について予約が必要です。

予約先

ご希望の医療機関に
電話などで
予約してください

県成人病予防センターに
Web、はがき、FAXで
10日前までに申込み

【問い合わせ先】健康政策課 Ჯ220-2730 FAX220-2231 詳しくは、金沢市健康診査 検索

5月は水防月間です［5/1〜31］
梅雨の季節に備えましょう！
！
3つの
確認

１．
避難行動の基準・心得
２．
地区別水害ハザードマップ
３．
気象・避難情報の収集方法

詳しくは、いいね金沢 風水害 検索

または2次元コードから

令和４年度金沢市水防訓練 ５月15日
（日）
9：00〜 西部緑道犀川拠点広場

【問い合わせ先】内水整備課 Ჯ220-２３４１ FAX220-２４７６

凡 例

日時

場所

対象者

内容

費用 （記載の無いもの無料）

5月8日
（日）10:30〜12:30 家族30組 1組600円
植え付けから収穫までの栽培
（月1回、講師による栽培アドバイスあり）
千寿閣 Ჯ222-0008
（申込み順）

接種券をお持ちの方は、一日も早いワクチン接種をお願いします。
ＪＡ金沢市本店の集団接種会場に
金沢駅（西口バスロータリー8番乗り場）から無料シャ
から無料シャトルバス運行

土曜日

発車時間

日曜日

フォト＆五・七・五「 私の好きな風景 」作品募集

ワクチン接種の予約方法

金沢駅発 14:00/14:30/15:00/15:30/16:00/16:30

（5/7,14,21,28）Ｊ Ａ 発 15:00/15:30/16:00/16:30/17:00/17:40
金沢駅発

8:30/ 9:00/ 9:30/10:00/10:30/11:00/
13:00/13:30/14:00/14:30/15:00/15:30

9:30/10:00/10:30/11:00/11:30/12:10/
（5/8,15,22,29）
Ｊ Ａ 発

14:00/14:30/15:00/15:30/16:00/16:40

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10万円支給＋交通費(ICa2万円相当)などを支給
詳しくは、まちなか居住・地域活動促進奨励金 検索
市民協働推進課 Ჯ220-2026
（5月10日締切）

金沢子どもを育む行動推進委員会 委員募集
NPO法人やボランティア団体の一員として子どもの
育成活動に携わる18歳以上の市民 若干人
所定用紙に応募動機(400字程度)を記載し郵送
教育総務課 Ჯ220-2431(5月17日必着)

金沢市文化活動賞の充実に向けた活動状況調査
文化活動に携わる対象者を幅広く把握するため、文化
関係団体からの推薦を募集します
詳しくは、金沢市文化活動賞 検索
文化政策課 Ჯ220-2442(5月20日必着)

空き家の相談をひきうけます
空き家の管理・活用などにお困りの方はぜひご相談ください
住宅政策課 Ჯ220-2136

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） Ჯ220-2188

女性相談・DV相談のお知らせ
◆電話・ 面接相談
月〜金曜 9:00〜17:00
◆特別相談 ※事前面接要
・弁護士相談
第３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 Ჯ220-2554

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 Ჯ222-2411
（申込み順）

①LINE

②金沢市コロナ
ワクチンコールセンター

Ჯ213-5670
ᴕ

5月29日
（日）
まで 10:00〜18:00
作家笠松加葉の加賀象嵌の技法を使用した作品展示
金沢・クラフト広坂 Ჯ265-3320

玉川図書館 高校生・大学生ボランティア募集
市内または近郊にお住まいの高校生以上の学生 10人
ユースライブラリーコーナーの展示企画、広報誌作成、選書など
玉川図書館 Ჯ221-1960
（5月31日締切、多数時抽選）

第34回 内川たけのこまつり
5月4日(水)10:00〜13:00 内川公民館
たけのこや山菜の直売、
たけのこ掘り体験など
内川たけのこ祭り実行委員会 Ჯ247-2263

火曜休み

5月4日(水)10：00〜16：00（昼休憩1時間あり）
からくりの伝道師ザビエル寺西によるからくり人形の
実演・解説 入園料310円
金沢湯涌江戸村 Ჯ235-1267

金曜夜は美しい星空を楽しもう！金曜日は星見の日
5月6日〜10月28日の金曜日
（全26回）
19:30〜20:30、20:00〜21:00 各35人
望遠鏡での月や惑星の観望と星空解説
雨天時はプラネタリウムでの星座解説
キゴ山ふれあい研修センター Ჯ229-1141（申込み順）

医王山大池自然観察会 ―春―
5月8日
（日）9:00〜14:00 医王山ビジターセンター集合
石川県自然解説員研究会 Ჯ090-8262-7099（奥名）
キゴ山ふれあい研修センター Ჯ229-0583

発熱などの症状のある方は、
まずは、身近な医療機関に
電話でご相談ください！
！

有難う」

5/15（日）13:30〜15:00 20人
玉川図書館 Ჯ221-1960（10:00〜受付、申込み順）

パソコン教室
講座名

想いを嵌める Vol.2

江戸からくり

展示：5/28（土）
〜6/18（土） 合評会：6/19（日）
写真と俳句・川柳・1行詩などをA4台紙に貼り提出
金沢文芸館 Ჯ263-2444（5/11〜6/6受付、火曜休み）

まちなか読書会「 川端康成

公式アカウント

は

笠松加葉

要申込み

家族でかぼちゃを育てよう

5月は新型コロナワクチン接種集中月間です

運行日

問い合わせ先

受講生募集
日程

回数

① エクセル入門

5/19〜6/23の木曜

6

② パソコン入門

5/25〜6/29の水曜

6

③ 70代からのスマホ

5/27〜6/24の金曜

5

10:00〜12:00 各7人（2人以上で開講）
①基本的な文字入力ができる方、②初心者、③スマホまたはタブレット持参
①②9,600円＋テキスト代、③8,000円
市シルバー人材センター Ჯ222-2411（5月10日締切、申込み順）

湯涌みどりの里 じねんじょオーナー募集 火曜休み
5月22日
（日）9:00〜12:00
6月5日
（日）、11月6日
（日）10:00〜12:00
3回とも参加できる市民 10組（1組2〜4人）1組2,000円
往復はがきに住所、氏名、電話番号、人数を明記し応募
〒920-1122 湯涌荒屋町47
金沢湯涌みどりの里 Ჯ235-8033
（5/18消印有効、多数時抽選）

史跡クリーン大作戦in加賀藩主前田家墓所 参加者募集
5月28日(土) 9:00〜11:00 前田家墓所(野田山墓地内）
市埋蔵文化財センター Ჯ269-2451

子ども科学スタジオ「 マイマイクをつくってみよう」
6月4日(土)10:30〜12:00、14:00〜15:30
子ども科学スタジオ
（長町3-3-3）
年長児〜小学2年生と保護者 各16組 100円
申込み方法など詳しくは、 金沢子ども科学財団 検索
金沢子ども科学財団 Ჯ221-2061
（5月25日締切、多数時抽選）

6月「 写謡の会」(演目：雲雀山・鵜飼)参加者募集
6月5日（日）10:15〜11:15 30人 500円と観覧料310円
宝生流謡本の文字をなぞる書写（能楽師による能の解説つき）
講師 : 佐野玄宜氏
金沢能楽美術館 Ჯ220-2790

石川県発熱患者等受診・
コロナワクチン副反応相談センター

【問い合わせ先】地域保健課 Ჯ234-5102 FAX234-5104

毎週火曜日掲載
金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

令和4年5月10日
広坂１-１-１）

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

市の情報をネットで！
令和5年４月
採 用 予 定

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢

検索

@CityofKanazawa

検索

詳しくは
こちらから

金沢市職員採用候補者試験を実施します！

凡 例

日時

場所

対象者

内容

費用 （記載の無いもの無料）

事
大
学
卒
業
程
度

採用予定数

務

43人程度

事務（心理）

1人程度

土

木

3人程度

建

築

2人程度

造

園

1人程度

消防士

10人程度

活 動
動日
日 10月27日
今年も感染症防止対策を徹底し、
（木）
〜30日
（日）
ボランティアの皆さまが安全・安心に 活動場所・内容 10月27日
（木）
……………金沢市教育プラザ此花 体育館（配布物封入）
活動に参加できる大会運営を行います。
28日
（金）
・29日
（土）石川県立音楽堂、
もてなしドーム地下広場
（ランナー受付・会場案内など）

30日
（日）
……………コース沿道、スタート・フィニッシュ会場
（コース沿道整理、給水・給食、会場誘導など）

主な受験資格（ほかに要件があります）

定

①平成 5 年４ 月２ 日から平成１3 年４ 月１日までに生まれた方
（学歴は問いません）

員

4,500人（グループ、団体、
ファミリーでのご参加も可能）
※ランナーとしても参加できる2022・2023大会優先出場枠も同時募集！

募集期間 ７月22日
（金）
まで※ボランティアリーダーは５月31日（火）
まで

②平成１3 年４ 月２ 日以降に生まれ、大学を卒業した方
（令和 5 年 ３ 月までに大学を卒業する見込みの方を含む）

KM2022 10月30日
（日）
開催！

※事務（心理）は、大学において心理学を専修する学科等を卒業した方等
（令和 5 年 ３ 月までに上記の学科等を卒業する見込みの方等を含む）

お申込みは大会HPから 金沢マラソン ボランティア 検索

大学卒業程度 事務（特別枠） 10人程度
獣医師

1人程度

昭和 5 8 年４ 月 ２ 日以降に生まれた方で、獣医師免許を有する方
（令和 5 年 3 月までに実施される当該国家試験に合格する見込みの方を含む）

薬剤師

1人程度

昭和 5 8 年４ 月 ２ 日以降に生まれた方で、薬剤師免許を有する方
（令和 5 年 3 月までに実施される当該国家試験に合格する見込みの方を含む）

6人程度

平成 5 年 ４月 ２ 日以降に生まれた方で、保健師免許を有する方
（令和 5 年 3 月までに実施される当該国家試験に合格する見込みの方を含む）

臨床検査技師

1人程度

平成 5 年 ４月 ２ 日以降に生まれた方で、臨床検査技師免許を有する方
（令和 5 年 3 月までに実施される当該国家試験に合格する見込みの方を含む）

診療放射線技師

1人程度

平成 5 年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた方で、診療放射線技師免許を有する方
（令和 5 年 3 月までに実施される当該国家試験に合格する見込みの方を含む）

理学療法士

1人程度

平成 5 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、理学療法士免許を有する方
（令和 5 年 3 月までに実施される当該国家試験に合格する見込みの方を含む）

管理栄養士

1人程度

平成 5 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、管理栄養士免許を有する方
（令和 5 年 3 月までに実施される当該国家試験に合格する見込みの方を含む）

保育士

9人程度

昭和 5 8 年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた方で、保育士として都道府県知事
の登録を受けている方
（令和 5 年 ３ 月までに登録を受ける見込みの方を含む）

保健師

看護師

15人程度

職務経験者

事務（情報）
土

木

2人程度

保健師

【問い合わせ先】 金沢マラソン組織委員会事務局

Ჯ220-2726 ＦＡＸ261-2552

地球温暖化と『脱炭素』への道

日 時
場 所
定 員
申込み

当日は講師と会場をオンラインでつなぎ、講演内容をライブ配信します
※講師への質疑応答ができます
（講師の江守正多氏は来場されません）

1人程度

昭和４8 年 ４ 月 ２ 日から平成 5 年 ４ 月 １ 日までに生まれた方で、
児童の心理判定などの職務経験年数が ５ 年以上ある方

2人程度

昭和５2 年 ４ 月 ２ 日から平成 5 年 ４ 月 １ 日までに生まれた方で、
保健師免許を有し、保健師などの職務経験年数が ５ 年以上ある方

令和4年度個人市民税・県民税の
当初税額決定・納税通知書について
3月16日以降に申告した場合は、当初の税額決定・
納税通知書に反映されない場合があります
順次、税額の変更または決定通知書を送付しますので
ご了承ください
市民税課 Ჯ220-2161

金沢市水道事業 水安全計画（骨子案 ）
パブリックコメント募集
詳しくは、金沢市 パブリックコメント 検索
上水課 Ჯ229-2006
（6月4日締切）

●今後、短大・高校卒業程度（事務、土木、建築、消防士）、
中途採用者（就職氷河期世代）、障害のある方の募集を予定しています。 詳しくは、 金沢市 採用試験 検索

【問い合わせ先】人事課（第一本庁舎４階）Ჯ220-2079 FAX220-2084

工

金沢芸術創造財団 学芸員・専門員募集（ 8月採用 ）
勤務地： 金沢21世紀美術館
学芸員3人、専門員1人
詳しくは、金沢芸術創造財団 検索
金沢芸術創造財団 Ჯ223-9888
（5月30日必着）

金沢市教員採用候補者選考試験を実施します！

試験区分

採用予定数

業（機械）

工

業（建築）

工

業（土木）

若干人

受験資格（ほかに要件があります）
昭和４8 年４月２日以降に生まれた方で、各試験区分に該当する
教員免許状を有している方
（令和 5 年３月までに資格を取得する見込みの方を含む）

いしかわ広告景観賞

発熱などの症状のある方は、
まずは、身近な医療機関に
電話でご相談ください！
！

癒しのアロマヨガ 参加者募集
木曜 13:30〜14:30 市総合体育館 月額3,130円
詳しくは、かなざわスポーツねっと 検索
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019

石川県発熱患者等受診・
コロナワクチン副反応相談センター

【問い合わせ先】地域保健課 Ჯ234-5102 FAX234-5104

作品募集

R元.7.1〜R4.5.31に県内に設置された屋外広告物を
表彰（自薦・他薦不問）
郵送またはE-mailで応募
〒920-0853 本町2-7-1 越田ビル3F
いしかわ広告景観賞実行委員会事務局
ishiko@sage.ocn.ne.jp
景観政策課 Ჯ220-2364
（5月31日締切）

【受付期間】 ５月２日（月）〜27日（金）
【１次試験日】７月 2日（土） 【2次試験日】８月20日（土）
※試験案内・申込み書は、金沢市ホームページで取得できるほか、学校職員課、各市民センター、
市立工業高等学校事務局、いしかわ移住UIターン相談センター、金沢市東京事務所でも交付します。

【問い合わせ先】学校職員課（第二本庁舎１階）Ჯ220-2445 FAX260-7195

国立環境研究所
江守 正多氏

参加
無料

【問い合わせ・申し込み先】 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室 〒920-8577
（住所記載不要）

Ჯ220-2507 ＦＡＸ２６０-７１９３
kansei@city.kanazawa.lg.jp

5月15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） Ჯ220-2255

看護師：６月 6日（月）17:00まで
その他： 6 月 1日（水）17:00まで
【１次試験日】消防士：６月18日（土）および19日（日）
大学卒業程度 事務（特別枠）
・職務経験者 事務（情報）
：６月19日（日）および６月下旬〜７月上旬
獣医師・薬剤師・保健師・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・管理栄養士：
６月１９日（日）および６月下旬 ※２次試験なし
保育士：６月 19日（日）および６月25日（土）または26日（日）※2次試験なし
看護師：６月 12日（日） ※2次試験なし
その他：６月 19日（日）
【申込み方法】 インターネットによる申込み（電子申請）
※その他受験資格、申込み手続きなどの詳細は、金沢市職員採用サイトの試験案内をご覧ください。

令和5年４月
採 用 予 定

７月１０日
（日）
14：00〜15：30
石川県地場産業振興センター 新館コンベンションホール
（鞍月２-１）
市民１００人
（申込み順） ※未就学児の参加はご遠慮ください
電子申請→ 二次元コードから
はがき→ ①郵便番号・住所 ②氏名 ③電話番号 ④講演会申込みの旨明記

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

【受付期間】

会場でのオンライン講演会

近年、地球温暖化が原因とも言われる豪雨や異常気象が頻発するようになり、 私たち
の生活にも影響が出始めています。温暖化に歯止めをかけるため、脱炭素社会の実現に
向け、私たちができることを江守正多さんと一緒に考えてみませんか。

昭和５2 年 ４ 月 ２ 日から平成 5 年 ４ 月 １ 日までに生まれた方で、
各試験区分に応じた職務経験年数が ５ 年以上ある方

1人程度

事務（心理）

昭和５2 年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた方で、看護師免許を有する方
（令和 5 年３月までに実施される当該国家試験に合格する見込みの方を含む）

要申込み

金沢マラソン2022 ボランティアスタッフ・リーダー募集中！

金沢市のまちづくりに熱意と意欲を持って取り組める多くの皆さんからの応募をお待ちしています
試験区分

問い合わせ先

テレビ広報

加賀繡展
5月11日(水)〜22日（日)11:00〜17:00（最終日は16:00まで）
加賀繡伝統工芸士13人による作品の展示・販売
金沢・クラフト広坂 Ჯ265-3320

金沢湯涌創作の森の催し「 版画の学校 」
◆
「ノントクシック インタリオ
（銅版画）
（
」全2回）
5月14日(土)、15(日) 10:00〜16:00
8人 2,800円（学生2,400円）
◆特別講座「キモプレート×シルクスクリーン」
（全2回）
5月28日(土)、29(日) 10:00〜16:00
8人 2,800円（学生2,400円）
金沢湯涌創作の森 Ჯ235-1116（火曜休み、申込み順）

元気に長生き！新しい生活様式のフレイル予防
◆Zoomで繋がろう
5月23日
（月）、27日
（金）10:00〜11:00 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
◆Zoomで学ぼう
5月31日
（火）14:00〜15:00 各ご自宅（Zoomで配信）
管理栄養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 検索
金沢健康福祉財団 Ჯ222-0102
（①申込み順）

みんなの健康運動教室
「 働く世代の肩・腰・膝の痛みを予防しよう！」
5月25日
（水）、29日
（日）14:00〜15:30
健康プラザ大手町東館
概ね20〜60歳の市民 各30人 200円
スポーツ指導員によるミニ講話と運動実技
金沢健康福祉財団 Ჯ222-0102
（申込み順）

「 70代からのスマホ教室 」受講生募集
（全5回）
Ｃコース： 5/28〜6/25の土曜 13:30〜15:30
Ｄコース：5/29〜6/26の日曜 10:00〜12:00
各7人（2人以上で開講）スマホまたはタブレット持参
8,000円
市シルバー人材センター Ჯ222-2411
（5月17日締切、申込み順）

◆いいね金沢（北陸放送）
◆金沢コミュニティチャンネル
5月14日(土)17：15〜17：30
（金沢ケーブル031ch）
「 玉川こども図書館
「 国立工芸館 未来へつなぐ陶芸
リニューアルオープン」
‒伝統工芸のチカラ展」

ラジオ広報

親子で世界を学ぼう！
〜アメリカのドリームキャッチャー作り〜
5月29日
（日）13:30〜15:00 リファーレ2階
小学3〜6年生と保護者 12組 500円/組
メールに講座名、住所、参加者全員の氏名、電話番号、
学年を明記
kief@kief.jp
金沢国際交流財団 Ჯ220-2522
（5月19日必着、多数時抽選）

手話奉仕員養成講座受講者募集（全23回）
昼コース：6/7〜11/15の火曜（8/16を除く）
10:00〜12:00
夜コース：6/9〜11/24の木曜（8/11、11/3を除く）
19:00〜21:00
松ヶ枝福祉館 10,000円（テキスト代）
市内在住、在勤、在学の18歳以上の方（高校生不可）各20人
市聴力障害者福祉協会 Ჯ233-7729 FAX233-9011
（5月31日締切、申込み順）

女性を輝かせる健康と運動セミナー
「心と体に効くヨガ」
（ 全3回 ）
6月10日〜24日の金曜 10:00〜11:30
市内在住または在勤の女性 15人
申込み方法など詳しくは、金沢市女性センター 検索
市女性センター Ჯ223-1265
（申込み順、託児申込みは5/25締切）

金沢子ども科学財団の催し
①おもしろ実験・観察教室「 色の不思議と魅力」
6月11日
（土）9:30〜11:30
小学5年生〜中学生 12人 300円
②子ども科学スタジオ「虹と光 」
6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 検索
金沢子ども科学財団 Ჯ221-2061
（6/1締切、多数時抽選）

ギャラリートーク「 秋聲をつなぐ人々 」
6月11日
（土）11:00〜11:40、14：00〜14：40
各5人 観覧料310円
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300（5/11〜受付、申込み順）

「 五感で学ぶ金沢の和食・伝統的食文化 」
食育マンスリーキャンペーン
6/12（日）13:00〜15:30「次世代に伝えたい金澤の食」
6/19（日）13:00〜15:00「金沢の伝統文化と和菓子」
6/26（日）13:00〜15:30「美人の金沢料理」〜土産土法〜
食育に関心がある市民 各12人
ひとり1講座まで受講可 各回500円
近江町交流プラザ Ჯ260-6722
（申込み順）

金沢少年の翼

北海道派遣研修参加者募集

7月24日
（日）
〜29日
（金）5泊6日 48,000円
子ども会・ボーイスカウト・ガールスカウト・スポーツ少年団で
活動する市内の小学５年生〜中学３年生 55人
所定の申込用紙で応募
青少年健全育成センター Ჯ220-2102（6月1日必着）

◆ピープル＆シティアイラブ金沢（エフエム石川） ◆グッディ金沢・いいね金沢
（北陸放送）
日曜 18：30〜
木曜 14：30頃〜
◆ちょっときいてたいま！（ラジオかなざわ）
◆いいね金沢 耳より情報
（ラジオかなざわ）
土曜 10：00〜
月〜木曜 16：55頃〜

毎週火曜日掲載

金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

令和4年5月17日
広坂１-１-１）

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

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

詳しくは
こちらから

かなざわフェアトレードフェスタ２０２２
持続可能な社会の実現に向けて、暮らしの中で、誰もが国際貢献や環境保護に参画できる
フェアトレード に親しんでいただくことを目的とするイベントです。
フェアトレード団体を中心として、環境・地産地消・障害者活動に携わる方々の出展や、
フェア
トレードステージ、体験コーナーなど多彩な企画をご用意して多くの市民の方々のご来場をお
待ちしています。

日 時

５月２８日
（土）
１０
：
００〜１５
：
００

会

市役所庁舎前広場

場

主な内容

入場
無料
（物販・一部体験コーナーは有料です）

◆フェアトレードバザール

フェアトレード商品をはじめ、環境に配慮された製品・地元野菜などの販売を行います。

◆フェアトレードファッションショー

フェアトレード・エシカルファッションショーを開催します。

凡 例

日時

フェアトレード山羊皮商品の端材を利用したしおり作りのほか、
各団体の特色を生かした体験コーナーを設けます。

◆その他

１．
接種対象者 ・定期接種対象者

２．
接種券の
送付時期

家庭の食品ロスを減らしごみの減量を図るため
フードドライブ受付窓口を市内４か所で開設しています！
フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、福祉団体などに提供する活動です。
集まった食品は子ども食堂や地域サロンなどで活用されます。
また、
この取り組みはＳＤＧｓに示さ
れた「２０３０年までに世界全体の一人当たりの食品廃棄物の半減」に貢献します。
「ご家庭で使
わずに余っている食品、調味料、飲料など」はありませんか？ぜひ、
１点からでもお待ちしています！

年末年始・祝日を除く

■市役所第二本庁舎１階 環境政策課
月〜金曜日
9:00〜17:45

■保健所（駅西福祉健康センター）
１階正面入口横
原則毎週火曜日 10:00〜14:00
など

■泉野福祉健康センター １階エントランスロビー
原則第１・３・５月曜日 10:00〜14:00
■元町福祉健康センター １階エレベーター横
原則第２・４金曜日 12:00〜14:00

【問い合わせ先】環境政策課 ☎220-2507 FAX260-7193 詳しくは、金沢市 フードドライブ 検索

テレビ広報

ラジオ広報

接種券の送付にあたっては、ワクチンの供給と接種体制などを考慮して、
接種時期が集中しないよう優先度の高い年齢の方から順次送付します。
送付期間

対象者

キャッチアップ接種対象者、
高校１年生に相当する年齢の女性
中学2年生、中学３年生に相当する年齢の女性
小学６年生、中学１年生に相当する年齢の女性

※９月および来年１月の発送については、
ワクチンの供給状況により前後します。

【問い合わせ先】健康政策課

☎220-2233

◆みまっし金沢（石川テレビ）
５月２１日（土）17:25〜17:30
「 〜金沢SDGｓ推進〜
かなざわフェアトレードフェスタ2022」

◆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」

◆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〜

ホームページ
二次元コード

FAX220-2231 詳しくは、 金沢市 子宮頸がん予防接種 検索

金沢市飲食店まん延防止緊急支援金
（第４次、第５次） 申請はお済みですか？

第４次

【対象】石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（第８次）の支給を受けた市内飲食事業者
【申請期限】
５月３１日
（火）
まで ※申請がまだの方はお急ぎください
【対象】石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（第９次）の支給を受けた市内飲食事業者
【申請期限】
６月１７日
（金）
まで

金沢市事業復活臨時支援金
金沢市事業復活
臨時支援金

申請はお済みですか？

【対象】国及び県の事業復活支援金を受給し、確定申告の納税地が市内の事業者
※国の事業復活支援金の申請
（5月31日締切）
がまだの方はお急ぎください
【申請期限】
８月３１日
（水）
まで

詳細は市公式ホームページをご覧ください。

受付中

【試験区分】
①大卒程度（事務、事務（心理）、土木、建築、造園、
消防士）
②大卒程度（事務（特別枠））
③獣医師、薬剤師、保健師、臨床検査技師、
診療放射線技師、理学療法士、管理栄養士
④保育士
⑤職務経験者（事務（情報）、事務（心理）、土木、保健師）
⑥看護師
詳しくは、金沢市 採用試験 検索
人事課 ☎220-2079
（①〜⑤6月１日締切、⑥6月６日締切）

金沢国際交流財団 嘱託専門職員募集（７月採用）
試験日：
６月２日
（木） 採用人数：
１人
任用期間：令和５年３月末まで
（最長令和９年３月末まで）
詳しくは、金沢国際交流財団 検索
所定の申請書を郵送または持参
〒920-0853 本町リファーレ1-5-3
金沢国際交流財団 ☎220-2522
（５月26日必着）

給食調理員・配膳員（会計年度任用職員 ）募集
市内の学校給食調理場での調理補助、
小・中学校での給食の配膳の仕事
１日３時間または５時間勤務、時給970円
※詳しくはお問い合わせください
学校職員課 ☎220-2445

市営住宅入居者募集（８月１日入居）
募集期間：
５月30日
（月）
まで ※土日除く
【身体障害者世帯向け】平和町
【若年夫婦世帯・子育て世帯・ひとり親世帯向け】粟崎町
【一般世帯向け】額新町、粟崎町、松寺町、緑、田上本町
詳しくは、金沢市 市営住宅 検索
市営住宅課 ☎220-2331

5月30日〜6月24日は展示替えのため休館します
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館

☎247-3031

要申込み

健康ウオーキング
「 まいどさんと歩く長町周辺ウオーク 」
５月30日
（月）10:00〜11:30
集合：いしかわ四高記念公園（広坂２丁目）
解散：鼠多門付近（金沢城公園）
20人
観光ボランティアガイド「まいどさん」の解説を
聞きながら長町周辺をウオーキング（約2km）
100円
金沢健康福祉財団 ☎222-0102
（申込み順）

①子どものスポーツ栄養セミナー 参加者募集
６月４日
（土）10:00〜11:30
スポーツをしている子の保護者 10人程度
②リラックスヨガ 参加者募集
金曜 20:10〜21:10
市総合体育館
①1,000円 ②月額3,130円
申込み方法など詳しくは、かなざわスポーツねっと 検索
市スポーツ事業団 ☎247-9019

パソコン教室「パワーポイント入門 」
受講生募集（全４回）

令和４年５月下旬
令和４年９月
令和５年１月

問い合わせ先

市スポーツ事業団のイベント

小学６年生から高校1年生に相当する年齢の女性
・キャッチアップ接種対象者
平成９年４月２日から平成18年４月１日生まれの女性
（接種期間は、令和７年３月31日まで）

金沢市職員採用候補者試験

【問い合わせ先】
フェアトレードタウン金沢推進委員会（アジール内）
asyl45ft@leaf.ocn.ne.jp
☎/FAX268-0528

費用 （記載の無いもの無料）

金沢市では下記の日程で対象年齢の方に接種券を送付します

【問い合わせ先】 金沢市事業者支援金コールセンター

金沢SDGｓ
・姉妹都市ベルギー・ゲント市の取り組み紹介

会場・開催日時

内容

子宮頸がんワクチンについては、平成25年６月から積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、
令和４年４月から他の定期接種と同様に個別の勧奨を行うこととなりました。
また、積極的勧奨を差し控えていた間、接種の機会を逃した方についても公費による無料接種
（キャッチアップ接種）
を併せて実施します。

児童クラブのバトントワリングや、
フェアトレードクイズ、太鼓・篠笛演奏などを行います。

◆体験コーナー

対象者

子宮頸がんワクチン接種券送付のお知らせ

第５次

◆フェアトレードステージ

場所

☎220-2127
（商工業振興課内）

千寿閣の催し
①手作り工作教室 ゴミ袋で
「凧」
づくり
５月21日
（土) 10:30〜16:00
※材料が無くなり次第終了
②多肉植物の寄せ植え教室
５月22日
（日）10:30〜12:30 1,500円
千寿閣
☎222-0008
（②9:00〜受付、申込み順）

市税の特別納付相談窓口を開設します
5月22日
（日）9:00〜17:30、26日
（木）17:45〜20:00
税務課（第一本庁舎2階） ☎220-2171・2172・2173

住まいの耐震化相談会
５月23日
（月）
〜27日
（金）9:00〜12:00
建築指導課建物安全対策室
（第一本庁舎３階）
☎220-2059

「第34回民謡華絵巻」観覧券を配布しています
６月３日
（金）
まで
観光政策課、市民課、市民センター、商工会議所
６月５日
（日）金沢歌劇座で開催
観光政策課 ☎220-2194

体験講座「 和の飾り縫い 」
５月29日
（日）11:00〜、14:00〜
各回10人
100円と観覧料310円
金沢くらしの博物館 ☎222-5740
（申込み順）

人権問題講演会
６月１日
（水）15:00〜16:30
金沢歌劇座
（一社）
タウンスペース WAKWAK 岡本工介氏による講演
演題「 差別をなくす から 手をつなぐ へ
〜ルーツを大切に自分らしく生きる〜」
ダイバーシティ人権政策課 ☎220-2095

6月４日〜25日の土曜 10:00〜12:00
各7人（2人以上で開講）
パソコン操作ができる方
6,400円＋テキスト代
市シルバー人材センター
☎222-2411
（5月24日締切、申込み順）

思索体験プログラム
「 旅・思索への誘い 新橋編 」参加者募集
６月４日
（土）18:20〜19:20
20人
1,000円
鈴木大拙館
☎221-8011
（５月21日〜受付、申込み順）

「 フレイルチェック 」をしてみませんか
６月８日
（水）13:30〜15:00
元町福祉健康センター
概ね65歳以上の市民 10人
フレイル
（加齢による心身の活力の低下）
の兆候を
早期に発見し、
日常生活の改善に活かします
金沢・健康を守る市民の会 ☎222-0103
（申込み順）

「歩いてまわる 金沢ふるさと体験学習 」参加者募集
６月11日
（土）9:20〜12:20
市内在住の小学４年生〜中学３年生 20人
長町武家屋敷跡散策、
前田土佐守家資料館および金沢市老舗記念館の見学、
金箔貼り体験
往復はがきに住所、氏名、電話番号、学年、
生年月日
（保険のため）
を明記
〒920-0865 長町3-3-3 長土塀青少年交流センター
☎220-2102
（5月30日消印有効、多数時抽選）

湯涌創作の森 木版画教室生徒募集 火曜休み
６月〜来年３月
毎月第２・４日曜日 13:00〜16:00
（開催日に自由に参加できます）
３人 1,500円/回 ※版材・用紙代は別途必要
金沢湯涌創作の森 ☎235-1116
（申込み順）

金沢子ども科学財団の催し
①おもしろ実験・観察教室
「丸くなる水の力を調べよう」
6月18日
（土）9:30〜11:30
②おもしろ実験・観察教室
「金の不思議を探る」
６月18日
（土）9:30〜11:30
③子ども科学スタジオ
「化石レプリカをつくろう」
６月18日
（土）10:30〜12:00、14:00〜15:30
①小学3年生 12人 300円
②小学4年生 12人 300円
③年長児〜小学2年生と保護者 各16組 100円
HPから申込み、詳しくは 金沢子ども科学財団 検索
金沢子ども科学財団
☎221-2061
（6月8日締切、多数時抽選）

盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会 受講者募集
６月25日〜10月29日の土曜（全10回）
10:00〜15:00
県社会福祉会館
県内在住の18歳以上の方（高校生不可） 15人
教材費5,000円
県聴覚障害者協会
☎264-8615 FAX261-3021
（6月17日締切）

毎週火曜日掲載

令和4年5月24日

金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

広坂１-１-１）

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

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

詳しくは
こちらから

金沢
金沢百万石まつりは、藩祖前田利家公が天正11年（1583年）に
金沢城へ入城し、金沢の礎を築いた偉業を偲んで開催しています。

百万石行列
時

間

６/4（土）

19:00 〜 21:00 天神橋詰め〜浅野川大橋詰め
（浅野川左岸・右岸一部）
13:00〜18:30 行列順路 など
14:00〜21:00 南町〜片町交差点、
香林坊〜広坂交差点、
仙石通り

歩行者は横断できません。

金沢城公園への出入口
大手門、玉泉院丸口
（終日可）
※石川門は15：30から行列通過後まで通行不可

前田 利家公役

金沢福祉用具情報プラザ
●
武蔵
駅東広場前出発

金沢福祉用具
情報プラザでは、
障害のある方や
高齢者が優先で
観覧できます。

時間
行事 / 開催場所
９:00 〜 10:00 お水とりの儀式・茶筅供養/金澤神社・成巽閣
10:00 〜 10:40 祈願祭 / 尾山神社
６/3（金）13:00 〜 14:00 献茶式 / 尾山神社
19:00 〜 20:00 加賀友禅燈ろう流し

浅野川（天神橋〜浅野川大橋）

お松の方役

栗山 千明さん
博労町

金沢
エムザ

南町

開催日

主
催
行
事

c
○Toru
Kitahara

●

6/3（金）

中央分離帯が
ある区間は
右側通行

金沢商工
会議所
●

金沢城公園
到着

●尾山神社

石川門

香林坊
大和
●

兼六園下

▲

兼六園

片町 香林坊
● ● 広坂
きらら●
金沢市役所 金沢21世紀
美術館
片町

特
別
協
賛
行
事

開催日

行事 / 開催場所
子ども提灯太鼓行列
−
６/3（金）他
（地域開催）
６/4（土）10:00 〜 18:00 加賀百万石「盆正月」/ 金沢城公園
10:00 〜 16:00 加賀百万石「盆正月」/ 金沢城公園
６/5（日）10:00〜 16:00 民謡華絵巻 / 金沢歌劇座

時間

（14:00 〜 14:20） 出発式 / 金沢駅東広場前

（14:20 〜 17:20） 行列 /金沢駅東広場前 〜 金沢城公園
６/4（土）

最新の情報は公式ホームページで
確認できます

（15:50 〜17:50） 入城祝祭 / 金沢城公園
百万石踊り流し
18:30 〜 20:00 国道157号線 南町 〜 片町間

金沢百万石まつり

19:00 〜 21:00 百万石薪能 / 金沢城公園

６/5（日） ８:30 〜 16:00 百万石茶会 / 兼六園およびその周辺

検索

【問い合わせ先】

新型コロナウイルス感染防止対策にご協力ください 金沢百万石まつり実行委員会
・沿道での観覧はマスクの着用および大声を出さないようお願いします
・体調が優れない場合は沿道での観覧を自粛いただくようお願いします
・混雑を避け、
ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください

テレビ広報

内容

観光政策課
☎220-2194 FAX260-7191
金沢商工会議所会員サービスグループ
☎263-1154 FAX224-7079

◆いいね金沢（北陸放送）
5月28日（土）17:15〜17:30
「 健康診査を受けよう」

問い合わせ先

費用 （記載の無いもの無料）

接種券の発送スケジュール

■接種対象者
感染による重症化リスクが高いとされる以下の①、②に該当する方
①満60歳以上の方
②満18歳以上60歳未満で、基礎疾患を有する方
その他重症化リスクが高いと医師が認める方

予約方法

※１〜３回目に基礎疾患による接種券交付申請をされた方には
案内を郵送していますので、案内のとおり申請してください

▲金沢市LINE

5/30（月）〜 6/5（日）は全国ごみ不法投棄監視ウイーク
〜快適で美しいまち「金沢」を守ろう〜
不法投棄は悪質な犯罪です
ごみはルールを守って正しく処分しましょう
ごみ減量推進課 ☎220-2302

5月30日
（月）
〜6月8日
（水）
自然斜面やよう壁などのがけ地の点検を行います
随時、がけ地に関する相談を受け付けています
がけ地対策室 ☎220-2612

統計調査員を募集します
市内で調査票の配布、整理など（1調査につき2カ月程度）
調査統計室 ☎220-2040

金沢芸術創造財団 学芸員・専門員募集（8月採用）
学芸員3人 専門員1人 勤務先：金沢21世紀美術館
詳しくは、金沢芸術創造財団 検索
所定の申込書を持参または郵送 〒920-0999 柿木畠1-1
金沢芸術創造財団 ☎223-9888
（5月30日必着）

6月の人権相談
3日
（金）第一本庁舎2階
15日
（水）薬師谷公民館
22日
（水）永井善隣館
20日
（月）犀川公民館
ダイバーシティ人権政策課

13:00〜15:00
13:00〜16:00
13:00〜16:00
13:00〜16:00
☎220-2095

「手織りグループ TONTON作品展〜それぞれの織〜」
5/25(水)〜6/5(日) 11:00〜17:00（最終日は16:00まで）
金沢・クラフト広坂 ☎265-3320

伝統工芸実演 ＜和傘 ＞
5月28日
（土）10:00〜17:00 入園料310円
金沢湯涌江戸村 ☎235-1267
（火曜休み）

湯涌創作の森
「長岡造形大学グループ展 」版画展および特別講座
5月28日(土)〜6月27日
（月)10:00〜17:00
金沢湯涌創作の森 ☎235-1116
（火曜休み）

接種・予約

行う医療機関へご予約の上、接種してください。

①金沢市LINE公式アカウントで予約
②コールセンターで予約
（☎213-5670）
※直接予約を受付している医療機関など、
▲金沢市HP
詳しくは金沢市公式ホームページをご覧ください。金沢市 ワクチン接種 検索
3回目接種の集団接種会場
（市役所第二本庁舎、JA金沢市本店）
は５月29日
（日）
まで開設します。接種は強制ではありませんが、1日も早い接種をお願いします。

☎213-5670

金沢職人大学校 授業参観日と作品展示バザー
5月28日
（土）10:00〜14:00（授業参観は12:00まで）
授業見学と研修生や講師の作品展示・即売
金沢職人大学校 ☎265-8311

バルーンアート教室
5月28日
（土）10:30〜14:30（材料がなくなり次第終了）
千寿閣 ☎222-0008

医王山大池自然観察会 ー 初夏 ー
5月29日（日）9:00〜15:00 集合：医王山ビジターセンター
石川県自然解説員研究会 ☎090-8262-7099（奥名）
キゴ山ふれあい研修センター ☎229-0583

プラザ祭り2022
6月4日
（土）
①和菓子作り体験 10:30〜11:30 20人 800円
②オイル万華鏡作り体験 13:00〜、14:30〜 各8人 2,000円
金沢福祉用具情報プラザ ☎234-9900
（申込み順、火曜休み）

工芸のつなぎ手人材育成講座
◆基礎コース講演会 岩下尚史氏
「伝承芸のゆくえ」
6月5日
（日）13:30〜15:00 香林坊プラザ 100人
◆基礎コース 鑑賞することから工芸を知る「第8回日展金沢展を鑑賞する」
6月11日（土）14:00〜15:00 県立美術館 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

医王山トレッキング

希望する方は、接種券がお手元に届いたら、接種を

※予約の際に接種券番号が必要です。

3回目接種に関するお知らせ

３回目接種から５か月経過した日以降

要申込み

発送日
3回目接種時期
令和3年12月31日まで
5月26日
令和4年1月1日から7日まで
6月 2 日
〃 1月8日から14日まで
6月 9 日
以降も、1週間ごとに毎週木曜日発送予定

３回目接種から概ね５か月経過後に発送
（接種券が届き次第、接種が可能）

②の方は別途接種券交付申請が必要
（電子申請、紙申請
（郵送、窓口）
） 電子申請 ▶

がけ地防災パトロールを実施します

８:30 〜 16:00 百万石茶会 / 兼六園およびその周辺 ※上記の開催場所、開催時間、車両通行止など、
14:00 〜 17:50 百万石行列
一部変更する場合があります。

◆まいどさんの金沢クイズ（テレビ金沢）
5月28日（土）11:40〜11:45
「 三文豪像の巻」

対象者

お問い合わせ 【受付時間】
平日9:00〜17:45

竹中 直人さん
金沢駅

車両通行止

場所

重症化予防を目的とした新型コロナワクチンの４回目接種が始まります

■接種時期

6月4日 土

金沢駅東広場前 〜 金沢城公園
14：00出発式、14：20スタート

コース

日時

４回目接種の概要

6 月3 日 金
〜6 月5 日 日

第71回

凡 例

初夏の白兀山

6月12日
（日）9:00〜14:30 集合：キゴ山ビジターハウス
市内在住の方 15人 500円（保険料）
はがきまたはメールに住所、氏名、電話番号、年齢（保険加入
のため）、メールアドレスを明記 〒920-1107小豆沢町ヲ4
キゴ山ふれあい研修センター ☎229-0583（5/31必着、多数時抽選）

子ども科学スタジオ
「あなたも超能力者〜付く？付かない？ひみつのパワー〜」
6月25日(土) 10:30〜12:00、14:00〜15:30
年長児〜小学2年生と保護者 各16組 100円
ＨＰから申込み 詳しくは、 金沢子ども科学財団 検索
金沢子ども科学財団 ☎221-2061
（6/15締切、多数時抽選）

接種券交付

☎201-8315

金沢蓄音器館の催し

火曜休み

「モーツァルトにショパン、心地よい音楽でちょっと一息を」
◆コンサート
6月5日
（日）14:30〜 18人 500円
◆SP盤鑑賞会
「時代を飾った歌物語」
6月11日
（土）14:30〜 18人 観覧料310円
◆SP盤鑑賞会
「音盤の記憶」
6月18日
（土）14:30〜 18人 観覧料310円
◆コンサート
「おしゃれにスタンダードジャズ」
6月25日
（土）14:30〜 18人 500円
金沢蓄音器館 ☎232-3066
（5/25 10:00〜受付、申込み順）

白鳥路ホタル観賞の夕べ
6月10日
（金）
〜12日
（日）、17日
（金）
〜19日
（日）
20:00〜21:30 金沢城外濠公園 白鳥路
白鳥路の園路のライトダウンを行いホタル観賞
①ホタルの夕べ朗読会 金沢白鳥路ホテル山楽
6月12日
（日）、19日
（日）18:30〜19:00 20人
②ホタル解説会 金沢白鳥路ホテル山楽
6月12日
（日）、19日
（日）19:15〜19:45 20人
環境政策課 ☎220-2507
（①、②申込み順）

健康ウオーキング「 犀川ウオーキング」
6月10日
（金）10:00〜11:45 市民30人 100円
集合・解散：大桑ぐるぐる広場 ※小雨決行
金沢健康福祉財団 ☎222ｰ0102
（申込み順）

親子食育教室
「パンケーキとプリンの魅惑のフルーツプレート」
6月19日
（日）10:00〜12:30 県女性センター
市内在住のひとり親家庭の親子（小学生以上） 6組 300円/人
市母子寡婦福祉連合会 ☎224-3417（6/6締切、多数時抽選）

「 親子おみちょ体験 」参加者募集
6/25（土） 9:00〜13:30 近江町ふれあい館キッチンスタジオ
小学生の親子 6組12人 1,500円/組
詳しくは、近江町市場 検索
農業水産振興課 ☎220-2213（6/5締切、多数時抽選）

庭園解説講座
6月26日(日)13:30〜15:00 20人 500円
寺島蔵人邸 ☎224-2789
（5/25 9:30〜受付、申込み順、火曜休み）

毎週火曜日掲載

令和4年5月31日

金沢市役所
（〒920-8577
広報広聴課

広坂１-１-１）

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

市の情報をネットで！

● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

第71回 金沢百万石まつり

いいね金沢

検索

@CityofKanazawa

検索

「盆正月」

入場
無料

藩政期の前田家の慶事を祝った
「盆正月」
を再現

特別企画

6 月4日（土）10:00〜18:00
5日（日）10:00〜16:00

鷹匠実演・体験

場所

対象者

6 月５日（日）金沢城公園 新丸広場

新型コロナウイルス感染防止対策にご協力ください

１回目 11:00〜11:30 ２回目 14:30〜15:00

●金沢城公園内はマスクの着用および大声を出さないようお願いします
●体調が優れない場合は、入園・観覧を自粛いただくようお願いします
●混雑を避け、
ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください

金沢城を舞台に、鷹匠による実演や体験・撮影
などを実施します。歴代加賀藩主も愛好していた
「鷹狩り」
を身近に感じられる機会です。

FAX260-7191

【申込期間】当初締切 ５月10日(火) → 変更後締切 ６月30日(木)
【対 象 者】50人
（申込み順）
【奨 励 金】10万円／人（その他、ICa２万円相当の交通費などの支給あり）
【申込方法】金沢市電子申請サービスを利用して
認定申請の手続きをしてください
※手続きには以下の書類が必要です
①学生証の写しまたは在学証明書
②建物賃貸借契約書の写し

ツキノワグマ出没警戒準備情報 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
音が出る物を身に付け、
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 Ჯ220-2217

アメリカシロヒトリにご注意を！

パーク・アンド・ライド

市内中心部は大変な
混雑が予想されます

をご利用ください！

右図の駐車場を無料で使用できます！

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
その他、休日パーク＆ライドの
駐車場（花き市場、額住宅駅）
も利用できます
詳しくは、金沢の交通政策 検索

東金沢駅西口駐車場
（110台）

車道
自動
北陸

駅西合同庁舎周辺
（170台）
駐車場

ラジオ広報

森本駅東口
駐車場（20台）

浅
大豆田大橋周辺駐車場

（230台）

犀

川
新神田合同庁舎
（70台）
駐車場

野
川

各世帯で早期発見・自主防除をお願いします
詳しくは、金沢市 都市樹木害虫 検索
緑と花の課 Ჯ220-2356

6月5日
（日）
〜11日
（土）
は危険物安全週間です
ガソリン、灯油、消毒用アルコ―ル、油性塗料などの
貯蔵や取り扱いには十分ご注意ください
予防課 Ჯ280-2069

HIV（エイズ ）休日検査のお知らせ
6月11日(土)14:00〜16:00 市保健所 20人
採血後、約１時間で結果が判明します
地域保健課 Ჯ234-5116
（申込み順）

金沢駅

卯辰山公園
●ひがし茶屋街

兼六園
●
●
金沢市役所

建設総合センター駐車場

（80台）

【問い合わせ先】交通政策課 Ჯ220-2038

テレビ広報

森本駅

東金沢駅

パーク・アンド・ライド
駐車場案内
利用時間

11:00 〜22:00
（東金沢、森本を除く）

FAX220-2048

◆いいね金沢（北陸放送）
6月4日（土）12:10〜12:25
「第71回金沢百万石まつり
〜見どころ情報！〜」

◆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」
（6/1〜放送）

◆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）
金曜 12：25頃〜
◆いいね金沢 耳より情報
（ラジオかなざわ）
月〜木曜 16：55頃〜

Ჯ220-2026

問い合わせ先

要申込み

海みらい朗読会「 漫画朗読 声に出して漫画を読む」
6月12日(日)14:00〜15:00 50人
スクリーンに映し出した漫画の台詞やト書きを朗読
金沢海みらい図書館 Ჯ266-2011
（当日先着順）

緑の相談広場 〜 緑と花の市民講座 〜

▼電子申請はこちら

6月18日
（土）13:30〜15:00 近江町交流プラザ 60人
「テーブルで楽しむ観葉植物」
「育てたい花 コスモス」
緑と花の課 Ჯ220-2356（6月7日締切、多数時抽選）

キゴ山トレッキング
6月19日(日)10:00〜12:00 市内在住の方15人
はがき・メール・FAXに、住所、参加者氏名、
電話番号、
メールアドレスを明記
fureai@city.kanazawa.lg.jp
〒920-1107 小豆沢町ヲ4 キゴ山ふれあい研修センター
Ჯ229-0583
（6月8日必着、多数時抽選）

パソコン教室

FAX260-1178

受講生募集

講座名

検索

金沢百万石まつり

第71回 金沢百万石まつりは

6月4日（土）

費用 （記載の無いもの無料）

金沢市学生のまちなか居住・地域活動促進奨励金 申込受付期間を延長しています！

【問い合わせ先】市民協働推進課

◆ステージイベント ◆ 体験コーナー
◆ 遊戯コーナー
◆ 飲食コーナー
◆ 交流都市等PRコーナー など

実施日

内容

詳しくは、 金沢市まちなか居住 奨励金 検索

場 所 金沢城公園三の丸広場、三の丸北園地 ほか

【問い合わせ先】観光政策課 Ჯ220-2194

日時

金沢市では、新たにまちなか区域に居住し
地域活動などを実施する学生に対し奨励金を支給しています

加 賀 百 万 石
日時

詳しくは
こちらから

凡 例

樫尾聡美・いろのかけらたち
6月26日(日)まで 10:00〜18:00
金沢・クラフト広坂 Ჯ265-3320

金沢美術工芸大学大学院生
工芸展「 遊乎心手 」

火曜休み

6月1日
（水）
〜19日
（日）9:30〜17:00
中国出身の大学院生6人による展覧会
安江金箔工芸館 Ჯ251-8950

プラザ祭り2022

障害者相談支援専門員募集（ 10月1日採用 ）

6月4日
（土）10:00〜16:30
ジャグリング、和菓子作り、縁日コーナーなど
金沢福祉用具情報プラザ Ჯ234-9900
※6月3日
（金）
は準備のため休館します

アートを楽しもう 〜蝶のモビール〜
6月5日
（日）10:30〜 市内在住の親子6組
千寿閣 Ჯ222-0008
（申込み順）

企画展「七夕図屏風 」
「 ほたる」ギャラリートーク
火曜休み

試験日：6月26日
（日）
S48.4.2以降生まれで、社会福祉士または精神保健福祉士
の資格を有し、相談支援従事者現任研修を修了した方
詳しくは、金沢健康福祉財団 検索
所定の申込用紙を提出
〒920-0912 大手町3-23 金沢健康福祉財団
Ჯ260-0071
（6月10日必着）

金沢芸術創造財団 非常勤職員（事務）募集（8月1日採用）
勤務先：金沢卯辰山工芸工房 1人
申込み方法など詳しくは、金沢芸術創造財団 検索
金沢芸術創造財団 Ჯ223-9888
（6月27日必着）

6月5日
（日）10人 観覧料310円
金沢湯涌夢二館 Ჯ235-1112
（当日先着順）

6月6日（月）〜8日（水）は資料の整理作業のため休館します
玉川図書館・近世史料館
城北分館
泉野図書館
玉川こども図書館
金沢海みらい図書館

Ჯ221-1960
Ჯ251-8284
Ჯ280-2345
Ჯ262-0415
Ჯ266-2011

6月7日(火)〜10日(金)は展示替えのため休館します
金沢くらしの博物館

回数

6/19、26の日曜

2

② かんたん！ズームB

6/27の月曜

1

③ かんたん！ズームC

6/30の木曜

1

①②13:30〜15:30、③10:00〜12:00 各7人（2人以上で開講）
①スマホまたはタブレット持参、②③パソコン操作できる方
①3,200円、②③1,600円
市シルバー人材センター Ჯ222-2411（6月7日締切、申込み順）

オンラインピラティス 参加者募集
火曜休み

マイナンバーカード交付臨時窓口を開設します
6月12日
（日）9:00〜17:00
マイナンバーカード受け取りのご案内が来ている方が対象です
市民課
（第一本庁舎1階） Ჯ220-2150

日程

① スマホでLINE

Ჯ222-5740

湯涌みどりの里 そば打ち体験教室 火曜休み
6/11(土)、25(土)10:00〜、13:30〜 ※所要時間約90分
1組2,000円（2〜4人で1組、各部12組）
金沢湯涌みどりの里 Ჯ235-8033（6/5締切、申込み順）

6月24日
（金）20:00〜21:00、28日
（火）10:00〜11:00
各12人 Zoomによるオンライン開催 700円
申込み方法など詳しくは、かなざわスポーツねっと 検索
市スポーツ事業団 Ჯ247-9019
（申込み順）

市母子寡婦福祉連合会の催し
①ひとり親・寡婦の方の無料法律相談
6月26日
（日）13:00〜16:00 県女性センター
ひとり親家庭および寡婦の方、離婚を考えている方
②ひとり親・寡婦のための就業支援セミナー
7月3日
（日）9:30〜10:50 市教育プラザ富樫
ひとり親家庭および寡婦の方 30人
所定の申込用紙を提出
市母子寡婦福祉連合会 Ჯ224-3417
（①申込み順、②6月24日必着、多数時抽選）

子ども科学スタジオ
「モーターを使って〜ホバークラフトを作ろう〜」
7月2日
（土）10:30〜12:00、14:00〜15:30
年長児〜小学2年生と保護者 各16組(2人1組) 100円
申込み方法など詳しくは、金沢子ども科学財団 検索
金沢子ども科学財団 Ჯ221-2061
（6月22日締切、多数時抽選）

企画展「 秋聲をつなぐ人々」ギャラリートーク
火曜休み
7月2日
（土）11:00〜11:40、14:00〜14:40
各回5人 学芸員による解説 観覧料310円
徳田秋聲記念館 Ჯ251-4300（6/2〜受付、申込み順）

