
【問い合わせ先】 環境政策課　☎220-2507   FAX260-7193

早めに  食べまっし！

生ものは
持ち帰れんし  食べきろう！

食べる前に
レンジでチン！

なくそう
食品ロス！

★アンケートキャンペーン

食べきれなかった料理の
持ち帰りモデル事業をはじめます！
食べきれなかった料理の

持ち帰りモデル事業をはじめます！
飲食店での食品ロス削減を推進するため、適量注文および食べきりを促進した上で、
食べきれなかった料理をお客様の責任で持ち帰っていただくモデル事業を行います。（市内10店舗）

モデル店舗はこちら 動画もみてね！！

お持ち帰りで使う
のは市オリジナル
の環境にやさしい
容器です。

お持ち帰りしていただき、
課題や効果などを検証する
ためのアンケートにご協力
いただいた方には素敵なプ
レゼントのチャンスが！ぜひ
ご参加ください！

お持ち帰りのお約束お持ち帰りのお約束

【問い合わせ先】こども相談センター（市児童相談所）　☎243-1081 　FAX243-1123
　　　　　　　ダイバーシティ人権政策課　　　　　☎220-2095 　FAX260-1178

相談機関　秘密厳守・相談無料
●金沢市女性相談支援室
●性犯罪・性暴力被害者のための
　ワンストップ支援センター

☎220-2554
☎#8891

はやくワンストップ
月～金曜　9:00～17:00（祝日・年末年始を除く）

月～金曜　8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）　
緊急の場合は、24時間365日対応

金沢市DV・
性暴力対策HP

パープルリボンは…女性に対する暴力を根絶するシンボルマークです

「虐待を受けたと思われる子ども」、「虐待の疑いがある家庭」を見つけたときには、ひとりで
悩まず、すぐに「こども相談センター（市児童相談所）」へご連絡ください。

「もしかして？」ためらわないで！１８９（いちはやく）
令和4年「児童虐待防止推進月間」標語

児童虐待とは…
身体的虐待

ネグレクト

心理的虐待

性 的 虐 待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、
重い病気になっても病院に連れて行かないなど

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（DV）など

なぐ け たた お おぼ

おど

【連絡先】こども相談センター（市児童相談所）虐待通報☎243-8348（24時間）
やさしや

●配偶者やパートナーからの暴力（DV）
●交際相手からの暴力（デートDV）
●痴漢やレイプドラッグなどを含む性暴力・性犯罪
●ストーカー行為　　　●売買春
●セクシュアル・ハラスメント　　　など

金沢市オレンジ・パープルリボンキャンペーン

すべて人権侵害であり、犯罪です！ 金沢市では、11月を女性に対
する暴力根絶と被害者の安全を
守るためにできることを考える
期間としています。

市役所第1本庁舎２階市民ホールおよび城北児童会館（小坂町西8-11）で
「児童虐待防止推進」や「女性に対する暴力をなくす運動」に関するポスターなどを掲示します

１１月は、
児童虐待防止推進月間です。

オレンジリボンは、
子どもへの虐待を
防止する運動の
シンボルマーク
です。

凡  例 日時 場所 内容対象者 費用（記載の無いもの無料） 問い合わせ先 要申込み毎週火曜日掲載 令和4年11月1日

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

金沢市役所（〒920-8577　広坂１-１-１）
広報広聴課

● ホームページ、facebook ■人口 459,940人
■世帯数 210,382世帯（R4.10現在）● twitter、YouTube

いいね金沢 検索
@CityofKanazawa 検索

　詳しくは
こちらから

ラジオ広報

◆ピープル＆シティアイラブ金沢（エフエム石川）
　日曜　18：30～
◆ちょっときいてたいま！（ラジオかなざわ）
　土曜　10：00～

◆グッディ金沢・いいね金沢（北陸放送）
　木曜　14：30頃～
◆いいね金沢　耳より情報（ラジオかなざわ）
　月～木曜　16：55頃～

テレビ広報

◆いいね金沢（北陸放送）
　11月5日（土）17：15～17：30
　「いのちと財産を守る
　　　　　～秋の火災予防運動～」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「これ必携アプリ！
　　　　　デジタル交通サービスのりまっし金沢」

助産師による産後ケアに係る費用の一部を助成します
県内の協力施設(産婦人科医療機関・助産院)
市民でR4.4.1以降に出産した産婦の方
出産1回につき、授乳指導など保険診療外のサービス
に使用できる利用助成券を1枚交付
※産後1年未満に限る、多胎の場合も利用助成券の交付は1枚
上限3,000円
金沢市電子申請サービスで申込み
健康政策課　☎220-2233

11月は金沢市不法投棄防止強化月間
～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

市シルバー人材センター入会説明会
毎週火曜13:30～14:30　60歳以上の市民  15人
市シルバー人材センター　☎222-2411（申込み順）

労働相談窓口のご案内
火・木・金曜　9:00～12:00、13:00～16:00
社会保険労務士（火曜は女性）による相談
労働相談窓口（第一本庁舎5階）　☎220-2188

金沢21世紀美術館　学芸員など募集（来年4月採用）
[採用人数] 学芸員2人、アーキビスト1人、
　　　　　 プログラム・コーディネーター1人　
詳しくは、
金沢芸術創造財団　☎223-9888（11月14日必着）

金沢芸術創造財団 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　月額73,150円　
※新規事業者、創業3年未満の方は減額制度あり
詳しくは、
クラフト政策推進課　☎220-2373（11月30日必着）

クラフトプラザ香林坊 検索

老人福祉センター鶴寿園　非常勤職員募集
S33.4.2以降に生まれ、普通自動車運転免許を有する方
詳しくは、
金沢健康福祉財団　☎260-0071（11月８日締切）

金沢健康福祉財団 検索

パブリックコメントを募集します
金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正
な設置及び管理に関する条例（仮称）骨子案
詳しくは、
環境政策課　☎220-2507（11月16日締切）

金沢市　パブリックコメント 検索

金沢の文化の人づくり助成事業を募集しています
対象：来年1～3月に開始する研修
詳しくは、
文化政策課　☎220-2442（11月30日必着）

金沢の文化の人づくり 検索

宝くじの助成金で鼓笛隊セット贈呈式を実施しました
コミュニティ助成事業
（宝くじの助成金）を活用して、
火災予防啓発用に鼓笛隊
セットを購入し、兼六こども園
にて贈呈式を実施しました
予防課　☎280-2064

あいうえお女性相談・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　☎220-2554

◆電話・面接相談

◆特別相談　※事前面接要

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」
協働のまちづくりチャレンジ事業
おどる！ライブラリー（けんちく編）参加者募集

12月17日（土）10:30～12:00　金沢海みらい図書館
9歳以上の方25人  詳しくは、
Dance Well 石川実行委員会　☎080-5851-0100（申込み順）
市民協働推進課　☎220-2026

Dance Well 石川実行委員会 検索

親子で地元金沢観光ツアー
「市民の台所・近江町市場と季節の料理体験」

11月12日（土）9:45～13:30  10,000円/組
近江町市場、IN　KANAZAWA　HOUSE（芳斉1-4-28）
市内在住の小学生～中学生と保護者　8組16人
地元の料理研究家との近江町市場探索、金沢の香箱
ガニを使った「カニ面」作り体験など
申込み方法など詳しくは、
観光政策課　☎220-2194（11月4日締切、申込み順）

金沢旅物語　親子ツアー 検索

企画展「室生犀星記念館やわやわと20年
－マニアック犀星への招待－」

11月12日（土）～来年3月5日（日）　観覧料310円
室生犀星記念館　☎245-1108（火曜休み）

◆11月7日(月)～11日(金)は展示替えのため休館します

子ども科学スタジオ「惑星モビールをつくろう」
12月3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
（11月23日締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

税務課からのお知らせ

11月11日(金)～17日(木)9:00～17:45(最終日は16:00まで）
第一本庁舎2階市民ホール 
小・中学生の税についての作品展示

11月16日(水)10:00～16:00　
第一本庁舎1階エントランスホ－ル
税務課　☎220-2149

◆税を考える週間作品展

◆税理士による無料税務相談
あなたのその大切な会社、価値ある事業を、後世に
残しましょう！～まずは知ってほしい　事業承継～

12/8(木)14:00～16:00　かほく市高松産業文化センター
石川中央都市圏内で事業承継を予定している方など　15人
詳しくは、
かほく市商工会　☎282-5661（11/28締切、多数時抽選）
企画調整課　☎220-2031

かほく市商工会 検索

親子で世界を学ぼう！～中国のほかほかお団子づくり～
11月23日(水)13:30～15:30　金沢未来のまち創造館
小学生と保護者8組(～3人/組、未就学児不可)　500円/人
メールに講座名、住所、全員の氏名、電話番号、学年を明記
金沢国際交流財団　☎220-2522　 kief@kief.jp
（11月10日必着、多数時抽選）

もっと知りたい！韓国－講座と伝統工芸プチ制作体験－
11月23日(水)10：30～12：00　中学生以上10人
金沢海みらい図書館　☎266-2011（申込み順）アートを楽しもう

～あなたの「好き！」の絵を描こう～
11月6日(日)10:30～　
市内在住の5歳～小学6年生と保護者　6組
講師：白川郁栄氏
千寿閣　☎222-0008（申込み順）

協働のまちづくりチャレンジ事業
マイクロ・プラスチック・ストーリー上映会

11月6日(日)11:00～16：00
かないわ銭五（金石西1-6-18）
脱プラスチックの映画上映会、海洋プラスチックを
使ったワークショップ、海洋環境講演会　
詳しくは、
環境政策課　☎220-2507
一般社団法人ラタスクラブ　    info@latas.club

ラタスクラブ 検索

泉野図書館の催し

11月20日(日)14:00～15:00　幼児～小学生と保護者　15組

11月23日(水)14:00～16:00　15人 
靴磨きを通してビジネスマナーを学ぶ講座
泉野図書館　☎280-2345（9:00～受付、申込み順）

①なかよし人形劇場

②らいぶらりー・かふぇ’22「図書館で靴を磨く」

文化財町家で羽釜ごはん　～羽釜で栗ごはんを食べよう～
11/20(日)10:30～ 10人(小学校低学年以下は保護者同伴)
江戸時代の再現おかず一品付き  600円と入園料310円
金沢湯涌江戸村　☎235-1267
（11/2　9:30～受付、申込み順、火曜休み）

金沢市国民健康保険オンライン健康セミナー
11月15日(火)～30日(水)　
満40歳以上の国民健康保険加入者　300人
生活習慣病の予防や改善に必要な知識を学べるセミナー
申込み方法など詳しくは、
医療保険課　☎220-2255（11月15日締切、多数時抽選）

金沢市国保 保健事業 検索

講演会「近代バイオテクノロジーの父　高峰譲吉博士
－没後100年を迎えて－」

11月3日（木）14:00～15:30
講師：清水昌氏
（NPO法人高峰譲吉博士研究会理事長・京都大学名誉教授）
観覧料310円　※65歳以上無料
金沢ふるさと偉人館　☎220-2474

ギャラリートーク
特別展「夢二の工芸－染色・刺繍、人形、竹工芸－」

11月6日(日)14:00～14:20　観覧料310円
金沢湯涌夢二館　☎235-1112（火曜休み）

◆11月7日(月)～11日(金)は展示替えのため休館します

元気に長生き！新しい生活様式のフレイル予防

11月14日（月）、18日（金）14:00～15:00
千寿閣　65歳以上の市民 各回5人  100円

11月22日（火）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（講話、zoomの使い方紹介）

②Zoomで学ぼう（歯科衛生士による講話、実技）

樹木雪吊り講座
11月5日(土)9:00～12:00
60歳以上の市民10人　500円
万寿苑　☎244-6745（申込み順）

高砂大学校　受講体験・入学説明会

11月2日(水)、4日(金) 

11月14日(月)、16日(水)
受講希望の市民およびその家族
中央公民館彦三館　☎261-8100

◆講座「郷土の美術工芸～工芸王国石川の所以～」

◆講座「こんな話がありますよ～金沢の民話～」

金沢21世紀美術館の催し

11月3日(木)　詳しくは、

11月3日（木）15:00～16:30　120人  ＨＰから申込み
※10:00～14:00に太田光海による短編映像作品を
　繰り返し上映　120人（上映会は申込み不要）
金沢21世紀美術館　☎220-2811（②申込み順）

金沢21世紀美術館 検索
①市民美術の日　オープンまるびぃ2022　開催

②フォーラム・アール　～これからを話そう　vol.1
　太田光海「氾濫する映像の中に、自分だけの水脈を
　見つける－感覚民族誌の視点から－」

ギャラリートーク「明治大正のファッションと竹久夢二」
11/13(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
(11/2 9:30～受付、申込み順)

◆11月1日(火)は臨時休館します

金澤町家探訪「小立野界隈　天空迷路の歴史探訪」
上映＆解説トーク

11月12日（土）10:00～11:30　
金澤町家情報館での視聴　10人、オンライン参加　10人
金澤町家情報館　☎208-3231（申込み順）

思索体験プログラム「朝・思索のすゝ め　下菊編」
11月27日(日)7：30～8：10　30人　300円
鈴木大拙館　☎221-8011（申込み順）

◆11月1日（火）は臨時休館します（申込み可）

とむろキッズの森リユース市
12月10日(土)10:00～12:45　
戸室リサイクルプラザ　市民100組
申込みは、金沢市電子申請サービスで
ごみ減量推進課　☎220-2302（11月18日締切、多数時抽選）

とむろキッズ 検索



【問い合わせ先】 消防局予防課　☎280-2065   FAX280-0020

住宅用火災警報器普及協力事業所制度が始まりました！
販売や取付を行う事業所が一覧に！
ぜひご活用下さい！！

事業所一覧

10年経過で、電池切れや部品劣化の
おそれがありますので機器交換を！

10年で交換定期的に点検

住宅用火災警報器の設置義務化から14年が経過しています。
火災から大切な命を守るため住宅用火災警報器の適切な維持管理をお願いします。

秋の火災予防運動秋の火災予防運動秋の火災予防運動
暖房器具を使う季節となりました。火の取り扱いにご注意ください。

11月9日●
     ～15日●
11月9日●
     ～15日●

水
火

鳴らなかったら機器の交換を！

第5回  金沢・世界工芸トリエンナーレ

会 期
会 場

３年に一度の工芸の祭典として、今回は「工芸が想像するもの」をテーマに
開催します。金沢から世界に発信する新しい工芸をぜひご覧ください。

11月13日●～30日●10:00～18:00

参加申込みフォームはこちら→

金沢21世紀美術館　市民ギャラリー
日 水 入場無料

【問い合わせ先】 クラフト政策推進課　☎220-2373   FAX260-7191 contact@kanazawa-kogeitriennale.com

金沢　トリエンナーレ 検索詳しくは、

過去最多の応募から選ばれた受賞・入選作を展示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/市民ギャラリーA

金沢の地に集まる３つの美術館作品を一堂に展示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/市民ギャラリーB

「金沢の工芸の今」展

会場/galleria PONTE、金澤水銀窟、
　　 Café&Gallery musée、金沢・クラフト広坂
※各会場で会期が異なります。詳しくは公式WEBサイトで。

〈第一部〉出演:公募展審査員
〈第二部〉出演:辻口博啓氏（パティシエ・ショコラティエ）
　　　　　　　  山村慎哉氏（金沢美術工芸大学教授）
  　　　　　　　公募展受賞者
　　　　　　　  住吉美紀氏（フリーアナウンサー）

金沢・世界工芸都市会議
11月13日（日）13:30～17:00（開場13:00）日時
金沢21世紀美術館  シアター21会場
100人（参加無料・申込み順・要申込み）定員
公 募 展 授 賞 式

企画展：工芸が想像するもの

公募展：2022金沢・世界工芸コンペティション

金沢の多様な工芸を周辺のギャラリーなどで展示・販売

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

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「これ必携アプリ！
　　　デジタル交通サービス のりまっし金沢」

毎週火曜日掲載 令和4年11月8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

◆みまっし金沢（石川テレビ）
　11月12日（土）17:25～17:30
　「第５回金沢・世界工芸トリエンナーレ」

令和４年中に家屋を取り壊された方はご連絡を
年の途中で家屋の全部または一部を取り壊すと、翌年度
から取り壊した面積分の固定資産税は課税されません
資産税課　☎220-2156

金沢市ユネスコスクール作品展
11月9日(水)～27日(日)　市内の小学校11校の作品展示
泉野図書館　☎280-2345（火曜休み）

ギャラリートーク 特別展「小堀遠州と金沢」
11月11日(金)、12日（土）14:00～14:50　観覧料310円
中村記念美術館　☎221-0751

樹木雪吊り講座
11月12日（土）9:00～12:00　60歳以上の市民　10人
500円　※小雨決行、剪定ばさみ持参
松寿荘　☎268-6757（申込み順）

企画展「夢二の楽譜-大正・昭和初期の作詞曲と表紙絵-」
11月12日（土）～来年3月12日（日）　観覧料310円
金沢湯涌夢二館　☎235-1112（火曜休み）

11月12日（土）13:30～14:30　観覧料310円
金沢ふるさと偉人館　☎220-2474

高峰譲吉没後100年展ギャラリートーク
「Try,Try Again!-二千五百年の歴史に於て初めての人-」

金沢能楽美術館の催し

11月13日（日）まで

12月4日（日）10:15～11:15　30人　500円と観覧料310円
金沢能楽美術館　☎220-2790（②申込み順）

①第14回現代能面美術展<公募>

②12月「写謡の会」（演目：和布刈・天鼓）参加者募集

市スポーツ事業団のお知らせ

申込み方法など詳しくは、

11月26日(土)13:00～16:30　市総合体育館
市スポーツ事業団　☎247-9018（①11月21日正午必着）

かなざわスポーツねっと 検索
①令和５年度　市営体育施設全面専用使用仮申込み受付

②「2022パラスポーツを体験しよう!!」参加者募集

アクティブシニア活躍応援窓口

10:00～12:00、13:00～15:00　※最終日は14:30まで
千寿閣　市内在住のおおむね60歳以上の方
福祉政策課　☎220-2288（当日先着順）

相談員相談内容

就労

知識・教養

運動
健康

ボランティア

くらしとお金

市シルバー人材センター
ハローワーク金沢
金沢市高砂大学校
金沢健康福祉財団
市スポーツ事業団
金沢・健康を守る市民の会
金沢ボランティア大学校
市社会福祉協議会
日本FP協会　石川支部

〇
〇 〇 〇
〇
〇

〇 〇
〇

〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇

〇
〇
〇

〇

-

--
--

-
--

--

---

-

---

-

11/11 11/14 11/15 11/17 11/18

同行援護従業者養成研修（全４回）
11月28日(月)、30日(水)、12月1日(木)、5日(月)
県視覚障害者情報文化センター（芳斉1-15-26）
市内在住、在勤で受講後に同行援護従業者として活動できる方　12人
申込み方法など詳しくは、
障害福祉課　☎220-2291（11月14日必着）

金沢市　障害福祉課 検索

音楽劇　ヘンゼルとグレーテル
11月26日(土)14:00～15:00　中学生以下と保護者　30組
玉川こども図書館　☎262-0415（10:00～受付、申込み順）

11月26日(土)13:00～14:30　16歳以上の方　10人　500円
金沢海みらい図書館　☎266-2011（10:00～受付、申込み順）

大人のクラフト
「色で遊ぶ消しゴムはんこ　トートバッグ編」

親子で食材レスキュー・クッキング教室
12月18日(日)10:00～12:00　県女性センター
小学生と保護者　6組　800円　
金沢市電子申請サービスで申込み
環境政策課　☎220-2507（12月6日締切、多数時抽選）

ギャラリートーク「『足迹』-書き尽くされた妻の生涯」
12月10日(土)11:00～、14:00～　各回5人　観覧料310円
徳田秋聲記念館　☎251-4300（11/10～受付、申込み順、火曜休み）

はじめの一歩　男性家事セミナー（全３回）
12/10（土）、1/14（土）、2/18（土） 10:00～12:00
市内在住・在勤の男性　12人　材料費800円
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11月24日締切）

金沢市女性センター 検索

子ども科学スタジオ「たべもの電池」
12月10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
申込み方法など詳しくは、
金沢子ども科学財団　☎221-2061
（11月30日締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

金沢料理職人塾市民講習会
11月24日(木)13:00～15:00　
近江町ふれあい館キッチンスタジオ　市民　18人　2,000円
金沢料理職人塾事務局　☎090-2373-0629（申込み順）

「将来の就労を考える(保護者向け)」オンラインセミナー
11月20日（日）10:00～11:30　
特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者など
申込み方法など詳しくは、
労働政策課　☎220-2199（11月19日締切、申込み順）

金沢市はたらくサイト 検索

金沢湯涌江戸村の催し

11月12日（土）10:00～17:00　入園料310円

11月12日（土）10:00～16:00　200円/個と入園料310円
金沢湯涌江戸村　☎235-1267（火曜休み）

◆伝統工芸実演＜和傘＞

◆畳縁の小物づくり

金沢健康福祉財団の催し

11月15日(火)、17日(木)14:00～　まちなかパソコンサロン
60歳以上の市民（2回とも参加できる方）　10人

11月25日（金）9:00～11:30　市民30人　100円
金沢健康プラザ大手町集合～姉妹都市公園解散
金沢健康福祉財団　☎222-0102（申込み順）

②健康ウオーキング「金沢まちなみウオーク～駅西コース～」

①シニア向けスマートフォン活用講座（全２回）

金沢旅物語　親子ツアー 検索

親子で地元金沢観光ツアー

11月26日(土)13:50～16:30
浅の川園遊会館・金箔屋さくだ本店
市内在住の小学生～中学生と保護者　10組　5,000円/組

11月26日(土)8:50～12:30　龍國寺
市内在住の小学３年生～中学生と保護者　8組　5,000円/組
申込み方法など詳しくは、
観光政策課　☎220-2194(11月18日締切、申込み順)

◆芸妓さんに会える！金箔のまち、ひがし茶屋街

◆加賀友禅のこころに触れるちいさな旅

親と子のクリスマスのつどい
12月4日（日）9:30～11:30　県女性センター
ひとり親家庭の親子　50人
市母子寡婦福祉連合会　☎224-3417
（11月28日締切、申込み順）

金沢こども料理塾・基礎コース（全６回）
12/3～1/21の土曜（12/24、31を除く）
13:00～14:40　※1/14のみ12:00～14:50
市内在住の小学３年生～６年生　12人
申込み方法など詳しくは、
近江町交流プラザ　☎260-6722(11/17締切)

近江町交流プラザ 検索

農業センターの催し

12月10日(土)10:00～12:00　中学生以下と保護者　10組　500円
金沢市電子申請サービスまたはメールで申込み

12月11日(日)、18日(日)13:30～15:30
2回とも参加できる10歳以上の市民　10組(2人1組) 　1,000円
メールに氏名、住所、電話番号、年齢（保険のため）を明記
　  nougyou_c@city.kanazawa.lg.jp
農業センター　☎249-2744
（①11月29日必着、②11月21日必着、多数時抽選）

①「金沢の花」の親子収穫体験・フラワーアレンジメント教室

②かぶら寿司講座

金沢林業大学校公開講座「原木しいたけ植菌体験」
11月18日（金）9:00～12:00　集合：金沢森林組合
18歳以上の市民　10人
申込み方法など詳しくは、
森林再生課　☎220-2217（11月16日締切、申込み順）

金沢林業大学校 検索

クリスマスメニューを作ろう！
加賀野菜グルテンフリー料理教室

12月３日(土)10:30～12:00　Zoomによるオンライン開催
市民　20人　詳しくは、
メールに氏名、電話番号を明記
　 kagayasai0831@gmail.com
農業水産振興課　☎220-2213
（11月20日締切、多数時抽選）

金沢市農産物ブランド協会 検索

11月29日(火)10:00～12:00　小立野公民館集合　20人
市民協働推進課　☎220-2026（11月25日締切、申込み順）

石川郷土史学会　横山方子さんと歩く晩秋の金沢
小立野寺院群を巡り旧町名について学びませんか



石川県土木部道路建設課　　☎２２５-１７２１　FAX２２５-１７２３
石川県県央土木総合事務所　☎２３９-３９０８　FAX２３９-３７０３
金沢市土木局道路建設課　　☎２２０-２３１６　FAX２６０-７１９４

開通により交差点が増えます。逆方向に進入しないようご注意ください。

問い合わせ先

金沢外環状道路　海側幹線

大河端町⇔福久町が
暫定２車線で供用開始！
大河端町⇔福久町が
暫定２車線で供用開始！
大河端町⇔福久町が
暫定２車線で供用開始！
１１月１９日（土）　14:00から開通します１１月１９日（土）　14:00から開通します１１月１９日（土）　14:00から開通します

今回開通区間（3.2km）

【問い合わせ先】  
　広報広聴課　
  ☎  ２20-2033   
FAX220-2030

11月22日に婚姻届を提出する方へのおめでとうメッセージや
いい夫婦の日を記念したメッセージなど、4種類のメッセージを
表示（写真撮影もお手伝いします！）

市役所庁舎前広場デジタルサイネージに
　　　　　“いい夫婦の日”メッセージを表示します

【日 時】11月22日（火） 9:00～17:00

11月２２日
は

いい夫婦の
日11月２２日
は

いい夫婦の
日11月２２日
は

いい夫婦の
日

毎週火曜日掲載 令和4年11月15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

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「これ必携アプリ！
　　　デジタル交通サービス　のりまっし金沢」

◆いいね金沢（北陸放送）
　11月19日（土）17:15～17:30
　「パラスポーツを体験しよう！」

金沢美術工芸大学建設事務所 検索

展示替え休館のお知らせ
◆金沢能楽美術館　11/25（金）まで　☎220-2790
◆金沢くらしの博物館　11/21（月）～25（金）　☎222ｰ5740
◆谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
　11/28（月）～来年1/3（火）　☎247ｰ3031

回数日程
2
2

12/4、11の日曜

2
12/15、22の木曜
12/18、25の日曜

講座名

パソコン教室　受講生募集

① スマホカメラ

② スマホでライン
③ ズームを楽しもう

①②10:00～12:00　③13:30～15:30　　各7人（3人以上で開講）
①②スマホまたはタブレット持参　③パソコン入力できる方
①②③3,200円
市シルバー人材センター　☎222-2411（11月22日締切、申込み順）

「金沢都市美文化賞」市民審査
11/20（日）まで　金沢駅東広場もてなしドーム地下
11/21（月）～12/1（木）　市役所第一本庁舎1階
会場に設置されている候補作品に投票
インターネットでの閲覧・投票も可
詳しくは、
金沢都市美実行委員会事務局（景観政策課内）　☎220-2364

金沢都市美文化賞 検索

女性の人権ホットライン　☎0570-070-810
受付時間　8:30～19:00（土日祝は10:00～17:00）
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

11月18日（金）～24日（木）は
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間です

もったいないを解消！エコ・スイーツ料理教室
12月10日（土）10:00～12:00　金沢中央市場食育会館
小学生以上の市民　6組（1組2人まで）
詳しくは、
金沢市電子申請サービスで申込み
ごみ減量推進課　☎220ｰ2302（11/25締切、多数時抽選）

エコ・スイーツ 検索

湯涌みどりの里「大根ずし教室」　　火曜休み
11月28日～12月7日の月・水曜　13:30～15:00
市民　各回20人　1,700円/人 ※材料・容器代含む
往復はがきに教室名、住所、氏名、人数、希望日、電話番号
を明記 〒920-1122 湯涌荒屋町47 金沢湯涌みどりの里
☎235-8033（11月22日必着、多数時抽選）

12月11日（日）13:30～15:30　金沢海みらい図書館
社会人・学生　15人
詳しくは、
CAPいしかわ　☎090-8265-7449（12/9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～

市民税課　事務補助（会計年度任用職員）募集
採用期間：来年1月13日(金)～2月8日(水)
4人程度　給与支払報告書の補記、スキャニングなど
詳しくは、
市民税課　☎220-2162（11月30日消印有効）

金沢市市民税課　会計年度任用職員 検索

金沢市職員採用候補者試験（看護師）受付中
受付期間：随時募集（申込み状況により受付終了）
看護師：2人程度　職務経験者看護師：3人程度　　
受験資格など詳しくは、
人事課　☎220-2079

金沢市　職員採用 検索

更新期間：12月1日(木)～来年1月20日(金)
有効期限が令和5年3月31日までのグループ登録証をお持ちの方
詳しくは、
市スポーツ事業団　☎247-9018

かなざわスポーツねっと 検索

金沢市スポーツ施設予約システムの
グループ登録更新手続きについて

冬の親子料理教室～親子で作るクリスマス料理～
12月11日（日）10:00～12:30　県女性センター
市内のひとり親家庭の親子（小学生以上）　6家族　500円/家族
市母子寡婦福祉連合会　☎224-3417（11/30締切、多数時抽選）

12月18日（日）14:00～16:00　金沢歌劇座第6･7会議室
70人　500円
講師:竹下ルッジェリ・アンナ氏
鈴木大拙館　☎221-8011（9:30～受付、申込み順）

大拙館講座
「白隠禅師の教えと修行方法ー作品と弟子たちを通してー」

金沢美術工芸大学建設現場見学会　参加者募集
11月27日（日）13:00～16:00（全5回）　100人　
詳しくは、
参加申込みフォームまたは電話、メールで申込み
金沢美術工芸大学建設事務所　☎220ｰ2089
   bidaiken@city.kanazawa.lg.jp（11/18必着、多数時抽選）

千寿閣の催し

11月19日（土）10:30～16:00　※材料がなくなり次第終了

11月22日（火）14:00～16:00
11月24日（木）10:00～12:00　
パソコン初心者で、市内在住60歳以上の方と障害のある方  各8人
千寿閣　☎222-0008（②申込み順）

①手作り工作教室「ゴムで動く車の工作」

②「パソコンで年賀状をつくろう」講座

よちよちプラネタリウム　INキゴ山
11/29（火）～12/2（金）　10:30～11:00、11:30～12:00
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ｰ1141（8:30～受付、申込み順）

金沢健康福祉財団の催し

12月7日（水）14:00～15:30　泉野福祉健康センター
市民　30人　100円
医師とスポーツ指導員による快眠についての講話と実技

12月8日(木)14:00～15:30 　金沢健康プラザ大手町東館 
65歳以上の市民　30人　100円　
医師とスポーツ指導員による排尿障害の講話と尿失禁予防の体操
金沢健康福祉財団　☎222ｰ0102（申込み順）

◆からだとこころのリラックス教室

◆なるほど、なっとく！健康講習会

金沢子ども科学財団の催し

12月17日（土）9:30～11:30　小学3年生　12人　300円

12月17日（土）9:30～11:30　小学4年生　12人　300円 

12月17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（12/7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・観察教室　「ぷかぷか大実験！」

②おもしろ実験・観察教室　「原子・分子となかよくなろう」

③子ども科学スタジオ「ミカンのひみつ」

X'masフラワーアレンジメント教室
11月30日（水）14:00～15:30　市民　15人　2,000円
市シルバー人材センター　☎222ｰ2411（申込み順）

12月10日（土）10:00～12:00　西部環境エネルギーセンター
市民　15組（親子で参加も可）　200円
環境政策課　☎220-2507（9:00～受付、申込み順）

ペーパークラフト講座
～端紙でクリスマスリースを作ろう～

①障害福祉課　☎220-2289　FAX232-0294  　②市スポーツ事業団　☎247-9018　FAX245-6466問い合わせ先

※発熱、咳、くしゃみなど風邪の症状がある方、体調のすぐれない方は、ご参加をお控えください。

・20m競争や買い物競争などの競技
・障害福祉事業所の販売コーナー
・障害について理解を深める体験ブース　など
※申込み不要

・パラリンピアンとの車いすバスケ、ボッチャなどのパラスポーツ体験
・義足ファッションショー　・ゆるスポーツ体験
・パラリンピックアスリート写真展　など
※車いすバスケ、シッティングバレー体験は、
　事前申込みが必要

①ほほえみスポーツフェスタ金沢（9:00～12:10） ②パラスポーツを体験しよう（13:00～16:30）
●日時：11月26日（土）9:00～16:30   ●会場：金沢市総合体育館（泉野出町3-8ｰ1）

合同開催

かなざわスポーツねっと 検索詳しくは、
ほほえみスポーツフェスタ金沢 検索詳しくは、



ノロウイルス食中毒の原因として、カキなどの二枚貝がよく知られていますが、
実際には人の手を介した食品汚染の方が多いとされています。

ノロウイルスは下痢などの症状がなくなっても通常は１週間程度、長いときは
１か月程度ウイルスの排泄が続くことがあります。

日頃から自分自身の健康状態を把握し、下痢や嘔吐などの消化器症状がある場合には、
調理施設などの責任者にその旨をきちんと伝えましょう。

調理器具の洗浄・消毒3
●まな板や包丁は、
　こまめに洗いましょう。
●消毒は熱湯や
　塩素系漂白剤を
    使いましょう。

食品取扱者の皆様へ

食品の加熱2
●中心部まで十分に火を
   通してから食べましょう。
●85℃～90℃で
　90秒以上の
　加熱が目安です。

手洗い1
●調理前、食事の前、
　トイレの後は必ず
　行いましょう。
●清潔なタオルまたはペーパータオ
　ルで拭き、共用は避けましょう。

〈予防のポイント〉

ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！
ノロウイルスによる食中毒は、特に冬季に流行します。ノロウイルスによる食中毒は、特に冬季に流行します。ノロウイルスによる食中毒は、特に冬季に流行します。

【問い合わせ先】衛生指導課　☎２３４-５１１２   FAX220-2518

地下水採取の届出を行った方は、４月末
までに採取量報告書を提出してください。

冬季に急激に地下水を使用することは、地盤沈下や水がれの原因となります。
地下水は公共性の高い財産です。採取量の削減にご協力ください。

金沢市では、道路消雪を一斉散水方式から交互散水方式に切り替えるなど、
関係機関と協力し、消雪用の地下水採取量削減に努めています。

地下水を使用する場合、
消雪用は日ごと、消雪用以外は月ごとに

～地下水採取量の削減にご協力ください～

を記録
詳しくは
金沢市 生活環境の保全 検索

消雪用に地下水を利用されている方へ

地下水採取量の記録について

①ポンプ稼働時間　②地下水採取量

【問い合わせ先】 環境政策課　☎220-2508　FAX260-7193

毎週火曜日掲載 令和4年11月22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

◆まいどさんの金沢クイズ（テレビ金沢）
　11月26日（土）11:40～11:45
　「金沢の金箔の巻②（レトロ家電）」

◆みまっし金沢（石川テレビ）
　11月26日（土）17:25～17:30
　「肉の生食、加熱不足に注意！」

金沢子ども科学財団 検索

金沢ふるさと偉人館 検索

12月12日(月)～16日(金) 9:30～14:30　
市保健所　※12/5(月)に事前説明会あり(要出席)
食育アドバイザーとしてボランティア活動ができる市民 12人
地域保健課　☎234-5102（11月30日締切、申込み順）

詳しくは、

金沢テクノパーク科学教室「キッズプログラミング体験教室」
SUS（株）　小学5～6年生　10人
申込み方法など詳しくは、

木育ワークショップ「木の実・枝・葉をつかってクリスマスボードをつくろう！」
小学生と保護者　15組  1,000円

冬の手づくり絵本教室
3歳以上(小学2年生以下は保護者同伴) 8組

ヘルシークッキング「冷えを予防しよう！」(全2回)
金沢健康プラザ大手町　市民　各10人　600円

名前一文字展　作品募集
幼児～小学生　詳しくは、

学生図書館ボランティア体験
中学生～大学生  6人
配架、書架整理、イベント準備、本の修理など

金沢子ども科学財団
☎221-2061
（11/30締切、多数時抽選）

玉川こども図書館
☎262-0415
（10:00～受付、
　　　申込み順）

金沢健康福祉財団
☎222-0102（申込み順）

金沢ふるさと偉人館
☎220-2474

金沢海みらい図書館
☎266-2011
（10:00～受付、申込み順）

12/10(土)
9:30～12:00

12/10(土)
10:30～12:00

12/11(日)
10:30～11:30
12/12(月)、13(火)
10:30～12:00

12/25（日）
13:00～16:00

12/13（火）
　～1/19（木）

日時 内容 場所・問い合わせ先

H+ART展　Vol.13 ～それぞれのかたち～   火曜休み
11/25（金）～12/9（金）9:00～17:30　入園料310円
社会福祉法人松原愛育会の合同作品展（絵画など）
金沢湯涌江戸村　☎235-1267

困難を抱える女性を支援します

12月4日(日) 10:00～16:00  金沢勤労者プラザ　
女性弁護士などの専門家による無料相談 

12月11日(日) 13:00～15:00  県女性センター
相談会の開催、相談者への生理用品の配布、参加者同士の談笑会 など
市内在住・在勤・在学の女性
①は下記協議会あて要申込み
(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

①女性のための無料相談会

②困難を抱える女性のためのクリスマス特別イベント

金沢蓄音器館の催し                   火曜休み

12月3日（土）14:30～　33人　500円(観覧料含む）

12月10日（土）14:30～　33人　観覧料310円

12月17日（土）14:30～　33人　観覧料310円

12月25日（日）14:30～　33人　1,000円(観覧料含む)
金沢蓄音器館　☎232-3066
（11/23 10:00～受付、申込み順）

◆コンサート「おしゃれにスタンダードジャズ」

◆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「クリスマス・バロック」

千寿閣の催し

11月26日（土）10:30～14:30　20人程度

11月27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クリスマスリースを作ろう

「Music Restaurant」ランチタイムコンサート

[出演]ゲキジョウシマイ、森谷真理、鳥木弥生、江澤隆行

[出演]ヴォーン・ヒューズ(OEK)、田島睦子
金沢芸術創造財団　☎223-9898

◆11/28(月)12:15～12:45　金沢市文化ホール

◆11/25(金)12:20～12:50　第二本庁舎エントランスホール

スペースツアー「読むところ・座るところ」
11/23（水）14:00～15:00 学芸員による企画展の解説 入館料310円
鈴木大拙館　☎221-8011

食生活改善推進員養成講座　受講生募集

金沢の食育 検索
◆「やさトレ～野菜食育クイズ」Webアプリがリニューアルしました！

キゴ山・大根寿し作り

[午前]9:30～11:00、[午後]13:30～15:00
①1,500円／家族、②1,500円／人
メールにイベント名、参加希望日時、住所、参加者全
員の氏名、電話番号（①は子の学年も）を明記
　  fureai@city.kanazawa.lg.jp
キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟　
☎229-0583（11月30日必着、多数時抽選）

定員対象者
各4家族

各8人
市内在住の小学生と保護者
市内在住の方

日程

① 12/11(日)の午前・午後

② 12/22(木)の午前・午後

金沢の木育クリスマス・ヴィレッジ2022
12月10日(土)、11日(日) 10:00～16:00  金沢市民芸術村
申込み方法など詳しくは、
森林再生課　☎220-2217(12月2日締切)

金沢の森づくり 検索

12月10日(土)10:30～12:00　18歳以上　10人程度
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
金沢卯辰山工芸工房見学

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
図書館総務課　☎221-1960

11月28日(月)から12月9日(金)まで
市立図書館は特別整理作業のため休館します

ドッグラン金沢休日開放のお知らせ
11月27日(日)  ※犬の体重により利用時間が異なります
ドッグランの利用登録をされた犬の飼い主の方
詳しくは、
市動物愛護管理センター　☎258-9070

金沢市　ペットについて 検索

市スポーツ事業団　嘱託職員募集
[試験日]来年1月19日(木)
普通自動車運転免許を有する方  ※ほかに要件あり  15人程度
市営体育施設の管理運営や公園施設の点検など
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　☎247-9018（12月27日締切）

かなざわスポーツねっと 検索

金沢健康福祉財団　非常勤事務補助員募集
昭和33年4月2日以降に生まれた方
申込み方法など詳しくは、
金沢健康福祉財団　☎260-0071（12月5日必着）

金沢健康福祉財団 検索

第4次金沢市住生活基本計画パブリックコメント募集中
詳しくは、
住宅政策課　☎220-2136(12月9日締切)

金沢市パブリックコメント 検索

ダイバーシティ人権政策課からのお知らせ

  2日（金）13:00～15:00   第一本庁舎2階
  7日（水）13:00～16:00   三馬公民館
14日（水）13:00～16:00  大浦公民館

22日（木）14:00～14:50、15:00～15:50
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095（②申込み順）

①12月の人権相談

②12月のLGBT相談

スマホ1台でできるWeb集客
[セミナー]  11月30日（水）13:00～16:00
[ワークショップ] 12月4日（日）16:30～20:00
　　　　　       12月7日（水）13:00～16:30
中小企業、自営業、個人商店など
県情報システム工業会　☎267-4741（申込み順）
金沢未来のまち創造館　☎280-3115

元気に長生き！新しい生活様式のフレイル予防

12月5日（月）、9日（金）10:00～11:00
千寿閣　65歳以上の市民　各回5人  100円

12月13日（火）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（作業療法士によるフレイル予防の講話や実技）
企画展「雪とくらし」

11月26日(土)～来年2月5日(日)　観覧料310円
金沢くらしの博物館　☎222-5740

企画展「KANAZAWA NOH MUSEUM COLLECTION 2022」
11月26日(土)～来年4月9日（日）　観覧料310円
金沢能楽美術館　☎220-2790

樹木雪吊り講座
11月26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）

11月26日（土）、12月11日(日)、24日(土)9:00～17:00
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

市税の休日・夜間納付相談窓口を開設します
11/24(木)17:45～20:00、27(日)9:00～17:30
税務課(第一本庁舎2階）　☎220-2171・2172・2173

①12月6日(火)、②1月27日(金)  10:00～12:00または14:00～16:00
①製造業、運輸業、建設業　②小売業、宿泊・飲食サービス業  各回25人
金沢未来のまち創造館　☎280-3115（申込み順）

見て！触れて！体験できる！DXセミナー
～最新デジタル機器の展示会＆導入事例を交えたセミナー・体験会～エイズ休日検査のお知らせ

12月3日(土) 14:00～16:00  市保健所  20人
無料・匿名の検査(要予約)、採血後約1時間で結果をお知らせ
地域保健課　☎234-5116(申込み順)

長町武家屋敷　土塀の薦掛け
12月3日（土）、4日（日）9:00～15:30
長町武家屋敷跡界隈　※見学は随時可
景観政策課　☎220-2364

こも



小橋町

明成小学校前 森山一丁目
※右回りルートのみ停車

※左回りルートのみ停車

東山三丁目

橋場町

兼六園下・
金沢城

広坂・
21世紀美術館

本多町

桜橋

広小路

片町

香林坊

南町・尾山神社

武蔵ヶ辻・近江町市場

ひがし茶屋街

主計町茶屋街

兼六園

金沢城公園

鈴木大拙館

大和・アトリオ

近江町市場

にし茶屋街

寺町寺院群

長町武家屋敷跡

金沢エムザ

金沢駅

尾山神社

金沢21世紀美術館

金沢駅東口
6番のりば

金沢のまちなかの移動には

全国共通交通系ICカードが使えます！
城下まち金沢周遊バスが便利です！

全国共通交通系ICカードは下記のバスでご利用いただけます

西日本JRバス

金沢ふらっとバス

名金・深谷温泉線、才田線、東長江線、循環（ひがし茶屋街ライナー）、城北運動公園線

長町ルート、材木ルート

北陸鉄道  城下まち金沢周遊バス 右回りルート、左回りルート

1乗車あたりの運賃

周遊バスの
詳細はこちら

金沢市内1日フリー乗車券

デジタル乗車券

おとな（中学生以上） 200円
こども（小学生） 100円

600円
300円

おとな（中学生以上）
こども（小学生）

かいてき！

（右回りルート） （左回りルート）

城下まち  金沢周遊バス

のりまっし金沢 検索

インストール
不要!

【問い合わせ先】 交通政策課　☎220-2038　FAX220-2048

まちなかで3回以上
バスに乗るなら
デジタル乗車券が

おすすめ

～ 新型コロナワクチン接種 ～
年内にオミクロン株対応ワクチンを接種しましょう！

過去２年間、人の動きが活発になる年末年始以降に新型コロナウイルスの感染が拡大しています。
また、この冬はインフルエンザとの同時流行も懸念されていますので、早めの接種をご検討ください。

金沢市　ワクチン接種 検索

医療機関の一覧や
集団接種のスケジュール、
予約方法などの詳細はこちら➡

年内の接種体制
■医療機関　200か所以上で接種可能
■集団接種　市役所第二本庁舎（柿木畠1-1） 土曜午前・午後・夜間、日曜午前
                  ＪＡ金沢市本店（松寺町未59-1） 土曜午後、日曜午前

集団接種会場では、追加接種（３、４、５回目）の接種券をお持ちの12歳以上
の市民を対象に先着順で当日受付(事前予約なし)も行っています。

会場 曜日 受付時間 人数
市役所第二本庁舎

ＪＡ金沢市本店

30人
30人
60人

10:00～11:30
16:00～17:00
  9:30～11:30

日曜日
土曜日
日曜日

【お問い合わせ・接種予約】
金沢市コロナワクチンコールセンター　☎213-5670

毎週火曜日掲載 令和4年11月29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

◆いいね金沢（北陸放送）
　12月3日（土）17:15～17:30
　「冬に備えよう！～道路除雪計画～」

◆みまっし金沢（石川テレビ）
　12月10日（土）17:25～17:30
　「助産師による産後ケア費用助成」

リズムダンス講座　受講生募集中
毎月第1・3金曜　13:00～15:00  
60歳以上の市民　若干人　500円  ※初心者向け
万寿苑　☎244-6745 (申込み順)

アートを楽しもう～クリスマスの工作～
12月4日(日)10:30～　
市内在住の5歳～小学生と保護者　6組
千寿閣　☎222-0008（申込み順）

洋風お正月飾りを作ろう
12月4日(日)10:30～12:30　市民12人　2,000円
千寿閣　☎222-0008（申込み順）

スペースツアー「読むところ・座るところ」
12月3日(土)14:00～15:00  観覧料310円
鈴木大拙館　☎221-8011

ギャラリートーク
12月4日(日)14:00～14:20　観覧料310円
企画展「夢二の楽譜―大正・昭和初期の作詞曲と
表紙絵―」の見どころ解説
金沢湯涌夢二館　☎235-1112

12月5日(月)～9日(金)は展示替えのため休館します
安江金箔工芸館　☎251-8950

お正月飾りを手作りで作ろう　　　火曜休み
12月10日(土)10:00～12:00　
10人　※小学3年生以下は保護者の手伝いが必要
2,000円と入園料310円   
竹盆栽や稲穂を使った、２種類のお正月飾りの制作
金沢湯涌江戸村　☎235-1267 (11/30 9:30～受付、申込み順)

着物で記念撮影～冬編～
12月11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 (申込み順)

寺子屋「寺島蔵人塾」歴史学習講座   火曜休み
12月18日(日)13:30～15:00 
近江町交流プラザ　45人　500円
寺島蔵人邸　☎224-2789（11/30～受付、申込み順）

潜在保育者支援研修
12月20日(火)13:00～15:30　教育プラザ富樫212研修室
保育士資格などをお持ちで再就職を考えている方　10人
詳しくは、
幼児教育センター　☎243-1018（12月9日締切）

金沢市　幼児教育センター 検索

11月30日(水)～12月6日(火)10:00～19:00 ※最終日は16:00まで
香林坊大和　６階アートサロン
和紙織の生地や白山紬で制作した作品などの展示販売
市染織作家協会事務局（クラフト政策推進課内）
☎220-2373

第24回金沢市染織作家協会展
「Fragrance（フレグランス）な世紀～紙の布～」

12月17日(土)14:00～15:00   50人　500円
出演：宮崎由美香氏、松本卓以氏
安江金箔工芸館　☎251-8950(11/30～受付、申込み順)

【きらめきコンサート】
クリスマスに贈るフルートとチェロの響き   火曜休み

12月17日(土)10:30～11:30　
5歳以上(小学2年生以下は保護者同伴)　10人
泉野図書館　☎280-2345 (11/29 9:00～受付、申込み順)

チャレンジ！手づくり絵本！
クリスマスミニしかけ絵本をつくろう

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
金沢健康福祉財団　☎222-0102（申込み順）

日程内容

運動A（運動編）
栄養編
お口の機能編
運動B（身体活動編）
社会参加編

12/1～22の木曜
12/2（金）
12/14（水）
12/20（火）
12/26（月）

新春企画展示「新春を祝う－前田土佐守家のお正月」
12月3日(土)～来年1月15日(日)9:30～17:00 　観覧料310円
前田土佐守家伝来の双六や天神堂などを展示
前田土佐守家資料館　☎233-1561

◆12月2日(金)まで展示替えのため休館します

12月17日(土)13:30～15:30　リファーレ2階  
小学生と保護者(1家族3人まで、未就学児不可) 12組 500円/人
メールに住所、全員の氏名、電話番号、学年、講座名を明記
　 kief@kief.jp
金沢国際交流財団　☎220-2522(12月8日必着、多数時抽選)

アメリカのクリスマスを体験！
カップケーキをデコろう～♪

ミニ門松づくりに挑戦！
12月18日(日)9:30～12:00、13:30～16:00
市内在住の小・中学生と保護者　各回10組　500円/組
キゴ山周辺の竹や松を利用したミニ門松の制作
メールに希望時間、住所、参加者全員の氏名、電話番号、
子の学年を明記 　 fureai@city.kanazawa.lg.jp
キゴ山ふれあい研修センター　
☎229-0583（12月7日必着、多数時抽選）

12月3日(土)は電気設備点検のため休館します
戸室リサイクルプラザ　☎236-1600

詳しくは、
歴史都市推進課　☎220-2208(12月24日締切）

金沢市　パブリックコメント 検索

金沢市歴史的風致維持向上計画（第２期）中間評価素案
パブリックコメント募集

金沢文化振興財団　学芸員募集（来年4月1日採用）
勤務先：前田土佐守家資料館ほか　学芸員(日本近世史)１人
詳しくは、
指定の申込書を持参または郵送　〒920-0999　柿木畠1-1
金沢文化振興財団　☎220-2190(12月27日17:00必着）

金沢文化振興財団 検索

市有地の売払い
申込期間：12月14日（水）まで　9:00～17:45（土日祝日除く）
最低売却価格を公表した一般競争入札による市有地の売払い
申込み方法など詳しくは、

総務課　☎220-2092

金沢市　市有地売払い 検索
最低売却価格面積（㎡）地目

宅地 990.75 4,915万円
160.66 2,989万円
105.90 830万円
259.95 2,434万円

宅地

所在地No.

1

3
4

北安江二丁目2238番　外５筆

2 笠市町262番１
宅地西泉二丁目167番2
宅地上荒屋一丁目403番

市税の休日・夜間納付相談窓口を開設します
12月4日(日)～9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

金沢広域急病センターの臨時開設について
下記の日程で、日中に小児科で発熱外来を開設します。
12月4日～25日および来年2月5日～3月26日の日祝日
13:00～17:00  
※感染症流行状況により開設しない場合もあります。
【予約必須】電話予約のみ  
受診当日：12:00～16:00受付
金沢広域急病センター(西念3-4-25)　☎222-0099
健康政策課　☎220-2233




