
入場
無料

エコフェスタ情報を随時更新しています！　　　　　　　　　　　Twitterフォローはこちらから▶

10月9日●10:00～15:00

ゼロカーボンシティかなざわ公式Twitter連動キャンペーン！
当日会場で発表されるキーワードを入力して、プレゼントをもらおう！

日時 会場日 市役所第二本庁舎

【問い合わせ先】 環境政策課　☎220-2507　FAX260-7193

モノづくり体験！
ワークショップコーナー（有料）
詳しくは上記二次元コードから

服・おもちゃなどの
リユース品を無料で提供！

・

・

飲み終えた牛乳パック30枚と
トイレットペ―パー１個を交換
フードドライブ実施
未開封の常温食品で賞味期限が
１カ月以上残っているもの
給水スポット設置
マイボトルをご持参ください

・

・

・

金沢美術工芸大学生による
ダンボールエコアート展
「わたしの『長持ち愛用品』自慢」＆
「３Ｒポスターコンクール」作品展示

・

・

▲エコフェスタの詳細はこちら

かなざわエコフェスタ2022 検索

・各ブースでエコ体験して、ガラポン抽選に参加しよう
・会場内の隠れたキーワードを見つけて景品をもらおう

＼イベントに参加してプレゼントをもらおう／

持ってきてね♪ 見に来てね♪

お楽しみいろいろ♪

場所 しいのき迎賓館、しいのき緑地

入場
無料
一部有料

10.8□～10□10:00-17:00

【問い合わせ先】 クラフト政策推進課　☎220-2192　FAX260-7191

［お願い］ ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

工芸を見て、
触れて、
楽しもう！

土 月

KOGEIフェスタ！ 検索

2022

最終日10日(月)は15:00まで

しいのき緑地

若い作り手の感性を活かした
工芸品がズラリと並び、お気
に入りの作家や工芸品に出会
えるチャンスです。

しいのき迎賓館〈事前予約制（申込み順）〉

作り手などから直接指導を受
けながら、工芸制作を体験で
きます。この機会にぜひチャレ
ンジしてみてください。

事前予約の申込みは

KOGEIフェスタ！公式サイトから
お申込みください。

しいのき迎賓館  ギャラリーB

食卓などで工芸品を使用した
画像公募展の受賞作品等を会
場で再現展示します。

コーディネート

●ご来場の際は、マスク着用、手指の消毒、検温、ソーシャル
ディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染拡大防止
対策へのご協力をお願いします。

市シルバー人材センター　入会説明会
市内在住の60歳以上の方　15人

安江金箔工芸館
☎251-8950
（②10/5 9:30～受付、
申込み順、火曜休み）

金沢文芸館
☎263-2444
（②10/5～受付、
申込み順、火曜休み）

徳田秋聲記念館
☎251-4300
（①10/5～受付、
申込み順、火曜休み）

千寿閣
☎222-0008 （申込み順）
金沢くらしの博物館
☎222-5740 （申込み順）

万寿苑
☎244-6745 （申込み順）

市シルバー人材センター
☎222-2411
（申込み順）

金沢湯涌創作の森
☎235-1116
（②申込み順、
火曜休み）

NPO法人WEKプロジェクト
☎255-7582
　　wek7582@spice.ocn.ne.jp
（申込み順）

市スポーツ事業団
☎247-9018
（①12/7締切、
②11/2締切、③11/21締切）
申込み方法など、詳しくは

中村記念美術館
☎221-0751
（③申込み順）

市立病院事務局
☎245-2600

青少年健全育成センター
☎220-2102

金沢芸術創造財団
☎223-9898

金沢文化振興財団
☎220-2190
（当日先着順）

金沢健康福祉財団
☎222-0102
（申込み順）

鈴木大拙館
☎221-8011（申込み順）

金沢勤労者福祉サービスセンター
☎234-7871
（10/710:00～受付、申込み順）

ダイバーシティ人権政策課
☎220-2095
（①10/31締切、②11/29締切）

にし茶屋街を愛する会
☎090-1637-1775
観光政策課
☎220-2194

毎週火曜
13:30～14:30

市シルバー人材センター　女性対象入会説明会
市内在住の60歳以上の女性の方　15人　※事前予約制

10/18（火)
13:30～15:00

ふぇみカフェ
市女性センター　市内在住・在勤の女性　各回10人

第１・３木曜
14:00～16:00

女性のための「こころケア講座～傷つきからの回復ワーク～」
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

第2･４木曜
14:00～16:00

①「小黒実咲版画展」開催中
アーティスト・イン・レジデンスの招聘作家の小黒実咲氏の水性木版画作品展

～11/6（日）
10:00～17:00

②染講座「蝋けつ染め」クッションカバー制作
4人　5,000円　※要予約

10/15(土)、16(日)
10:00～16:00

①Sports&Eat　オータムラリー2022
市総合体育館ほか～11/30（水）　

②スポーツ恋活　～スポーツがつなぐ”出会い”～
鳴和台市民体育館　20代独身男女　各16人11/6（日）

③車いすバスケットボール＆シッティングバレーボール　参加者募集
市総合体育館　各回10人

11/26（土）
13:00～16:30

①特別展「小堀遠州と金沢」開催中
観覧料310円～12/18（日）

②特別展「小堀遠州と金沢」ギャラリートーク
観覧料310円

10/7(金)、8（土）
14:00～14:50

③「和室でコンサート」　～秋の夜の調べ～
40人　1,000円（観覧料含む）

10/29（土）
18:30～19:30

「病院が美術館になる日」　ホスピタルギャラリー
※最終日は15:00まで

10/8(土)～10(月)
9:30～16:00

樹木剪定講座
60歳以上の市民　10人　500円

10/8(土)
9:00～12:00

①特別展「現代工芸の展開2022」
観覧料310円

10/8(土)～
　　12/4（日）

②きらめきコンサート　秋の夕べのクラシックコンサート
50人　500円

10/22（土）
18:00～19:00

にし茶屋街　ふるまい酒
にしの芸妓によるふるまい酒、
にし茶屋街の地元店舗の出店

10/9（日）
14:00～16:00

長土塀「絆」交流フェスティバル
長土塀青少年交流センター（長町3-3-3）　一部有料

10/9（日）
10:15～15:30

金沢大学ピアノの会＆
金沢大学吹奏楽団（全３回）
金沢駅地下もてなしドーム

10/9（日）
11:00～、13:00～、
15:00～

①フォト＆五・七・五作品募集
写真に俳句、川柳、1行詩を添えてA4台紙に貼り提出

10/12（水）～
　11/12（土）

②朗読「平家物語」と琵琶の調べ
30人　観覧料100円

11/3（木）
14:00～15:30

似顔絵教室
市内在住の小学４年生～中学３年生と保護者　6組

10/15（土）
10:30～

「明治大正のファッションと竹久夢二」ギャラリートーク
各回10人　観覧料310円

10/15（土）
11:00～、14:00～

～映画で楽しむ金沢三文豪の世界～
「浮雲」「みだれ髪」「甘い秘密」　※特別上映「草迷宮」
シネモンド　各回90人　鑑賞料1,000円

10/15（土）～21（金）
12:50～
※10/13（木）、14（金）
15:00～

シニア向けスマートフォン活用講座（全２回）
まちなかパソコンサロン　2回とも参加できる市内在住60歳以上の方　5人

10/18(火)、20(木)
14:00～

からだとこころのリラックス教室
泉野福祉健康センター　市民　30人　100円

10/28（金）
14:00～15:30

①没後70年記念「久米正雄の出現」　ギャラリートーク
各回5人　観覧料310円

11/5（土）
11:00～、14:00～

②「現代日本文学巡礼」（上映）
各回20人　観覧料310円

11/5（土）
12:00～、15:00～

生誕記念講演会（講師：木村宣彰・館長）
金沢歌劇座(下本多町6-27)　100人　500円

11/6（日）
14:00～15:30

「生前整理」のポイント＆
エンディングノートの書き方セミナー　
金沢勤労者プラザ　40人　エンディングノート進呈

11/12(土）
10:00～12:00

DV加害の心理と更生プログラムを知る
～加害者は、どこまで変われるか～
①ライブ配信(Zoom)
②アーカイブ配信　11/9(水)～30（水)

11/2（水）
15:00～16:30

日時 内容 場所・問い合わせ先

かなざわスポーツねっと 検索

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10月4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 460,077人
■世帯数 210,320世帯（R4.9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

◆みまっし金沢（石川テレビ）
　10月８日（土）17:25～17:30
　「第56回　金沢市立工業高等学校
　　　　　　　　　　吹奏楽部定期演奏会」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「歴史遺産を体験 ！
　　　  金沢歴史遺産探訪月間2022」

｢金箔×まちのり｣の特別車
｢はくのり｣の試乗体験

便利に、お得に公共交通を利用しよう！
北鉄バスの時刻表検索も!｢のりまっし金沢｣のスマホ用アプリ登場！

平日昼間限定　お帰り乗車券プレゼント（追加配布）

これまでWEBサイト版のみで提供していたデジタル交通サービス｢のりまっし金沢｣に、
スマホ用のアプリが登場しました。
　　　　　　北鉄バスの時刻表検索、バス接近情報の確認
　　　　　　経路検索サービスへのリンク、バス・鉄道の運行情報の確認
9/30に廃止した北鉄時刻表アプリに代えて、今後はこちらのアプリをご利用ください！
金沢における交通の市民必携アプリを目指します。

新機能

平日の昼間にまちなかの対象店舗などで一定額以上の商品をお買い上げ、または
飲食された方に、バスや電車で使える「お帰り乗車券」をプレゼントします。（先着順）
【配布期間・利用期間】　12月９日（金）まで平日10:00～16:00
　　　　　　　　　※この時間帯のみでの配布・利用となりますのでご注意ください。
　　　　　　　　　※本年４月１日～９月30日の期間で配布したお帰り乗車券は、ご利用できません。
【配布店舗・商店街】 　　香林坊大和、金沢エムザなど計11の店舗・商店街
詳しくは、お帰り乗車券 検索

【問い合わせ先】　交通政策課　☎220-2038　FAX220-2048

【Android端末】【iOS端末(iPhone)】
インストールはこちら▼

同時開催イベント（８日～10日）

金沢市公共シェアサイクル「まちのり」に、金箔貼りの特別車
「はくのり」が誕生！完成披露を記念して試乗体験者先着
400人に金箔ノベルティをプレゼントします！！

工芸がもっと楽しくなる
ＮＨＫ映像体験！

金沢の食文化を見て・触れて・味わう

金沢食文化フェスタ

工芸文化を育んできた石川の豊かな自然を体感できるドー
ムシアター、作家たちの驚きの技法を見られるブース、作品
を美しく撮るフォトコーナーなど、NHKの映像を使って工芸
の魅力を再発見！！

【問い合わせ先】 金沢国際交流財団　☎220-2522　FAX220-2527 金沢国際交流財団 検索

［お願い］ ご来場の際は、マスク着用のご協力をお願いします。

10.8土-9日
10:00-15:00 雨天決行

入場
無料

会場 市役所庁舎前広場
国際交流活動を行う県内の市民団体が集い、世界の文化に親しめる北陸最大級の国際交流イベントです。
金沢で暮らす外国人市民と日本人市民が、同じ地域社会の一員として相互理解や交流を深めることを目的とし
ています。今年は開催３０回目を記念して、ウクライナの民族楽器バンドゥーラ奏者を迎え、特別ステージ「世界
平和の願いを込めて～ウクライナ民族楽器バンドゥーラの調べ～」を実施します。

ワールドグルメ パネル展

●キッズイベント外国のあそびや楽器を体験

世界のダンスや
楽器演奏などの
パフォーマンス

世界の
料理を販売！

国際交流団体の
活動紹介など

体験ブース
クラフト体験
（折り紙・水引）、
ゲームなど

世界の民芸品・雑貨・コーヒーなどの販売、
国際交流に関する情報提供など

ワールドバザール＆
インフォメーションブース

ワールド
ステージ

開館記念  絵本作家ワークショップ
としょかんで　すきまっこちゃんと　かくれんぼ

10月23日（日）13:30～15:00
年中児～小学生と保護者　15組
玉川こども図書館　☎262-0415（10:00～受付、申込み順）

ナイトライブラリー
「～時代劇を読む！～サムライ・ホーンテッド!!」

10月25日（火）19:30～20:30　30人
玉川図書館　☎221-1960（10:00～受付、申込み順）

児童館フェスティバル
10月９日（日）9:45～15:30　市民芸術村（大和町1-1）
子育て支援課　☎220-2285

女性相談・DV相談のお知らせ

・弁護士相談　第１火曜、第３火曜　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

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

10/10（月）のスポーツの日に
市営スポーツ施設を一般開放します

個人使用料は無料
（一部使用できない施設もあります）
スポーツ振興課　☎220-2443

金沢市障害者施策推進協議会　市民フォーラム開催
10月23日（日）13:00～15:00　松ヶ枝福祉館
市民　会場40人　オンライン(Zoom)100人
メールまたはFAXにご希望の参加方法、住所、氏名、
連絡先を明記　 syoufuku@city.kanazawa.lg.jp
障害福祉課　☎220-2289　FAX232-0294
（10月18日必着、多数時抽選）

ごみ減量推進課の催し

市内在住または通勤・通学されている方

11月9日(水)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
（①10月31日必着、②10月21日必着、多数時抽選）

とむろキッズ 検索

①「ごみ減チャレンジコミック」エピソード募集

②とむろキッズの森リユース市

SDGsパネル展　
～ユーモアイラストを通して考える～

10月５日（水）～24日（月）
泉野図書館　☎280-2345（火曜休み）

国民健康保険オンライン健康セミナー受付開始
10月15日(土)～31日（月）
満40歳以上の国民健康保険加入者　300人
申込み方法など詳しくは、
医療保険課　☎220-2255
（10月7日締切、多数時抽選）

金沢市　医療保険課 検索

就学援助　新入学学用品費を入学前に支給します
市内小中学校へ入学予定の児童の保護者で、
経済的理由により子どもの就学が困難と認められる方
詳しくは、
教育総務課　☎220-2477

金沢市　入学前支給 検索

ツキノワグマ出没警戒情報　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・夜間の外出は控えるようにしましょう
森林再生課　☎220-2217

医王山トレッキング　大池平の紅葉
10月26日（水）9:00～15:30　集合:医王の里オートキャンプ場
市内在住の方　15人　500円（保険料）
はがき、メールまたはFAXに住所、氏名、年齢（保険のため）、
電話番号、メールアドレスを明記　〒920-1107小豆沢町ヲ４
キゴ山ふれあい研修センター　☎229-0583
（10/11必着、多数時抽選）



10月19日（水）～23日（日）メイン会場 金沢市民芸術村
授賞式・文芸フォーラム

10月23日（日）　14:00～17:30
10月21日（金）・22日（土）19：00～

入場無料・
事前申込み要

第50回泉鏡花文学賞 受賞者 大濱普美子氏

文芸フォーラムでは「鏡花文学賞の今とこれから」をテーマに、
泉鏡花文学賞選考委員によるシンポジウムを開催！

劇団唐組公演
「改訂の巻　秘密の花園」

その他イベントも盛りだくさん！

10月19日（水）・20日（木）19：00～、
　　22日（土）11：30～、17：00～、
　　23日（日）11：30～
　

「水向茶碗　あなたはここにいます」

一般3,800円／
大学生以下3,000円チケット

チケット
【一般 前売】 2,000円
【一般 当日】 2,500円
【大学生以下】    500円
                   （前売・当日共）

金沢 泉鏡花フェスティバル2022

【申込み・問い合わせ先】 金沢泉鏡花フェスティバル委員会（文化政策課内）　☎220-2442　FAX220-2069【申込み・問い合わせ先】 金沢泉鏡花フェスティバル委員会（文化政策課内）　☎220-2442　FAX220-2069

会場：パフォーミングスクエア

会場：ドラマ工房

会場：憩いの広場　特設紅テント

地元をはじめ全国で活躍する演劇人が描き出す“泉鏡花”をご覧ください！

唐十郎氏が率いる“唐組”
５年ぶりの金沢公演をお見逃しなく！

詳細、
申込み方法は
◀こちら

泉鏡花記念
金沢戯曲大賞作品上演

泉鏡花文学賞制定50周年記念　金沢・鏡花ウィーク

鏡花フェスティバル 検索

金沢市立工業高等学校
吹奏楽部

１１月5日（土）
16:30開場　17:00開演

金沢市文化ホール
900円
500円

金沢楽器・開進堂楽器 楽器
センター金沢・県立音楽堂
チケットボックス・篠田楽器
金沢市立工業高等学校事務局

ステージドリルを中心として様々な曲をダンスや歌など
と共に楽しくお届けします。

ショータイム

バレエ音楽「青銅の騎士」より（R.M.グリエール）
ジブリ・コレクション　など

クラシック・シンフォニックポップスステージ

［ 一 般 ］
［高校生以下］

 【問い合わせ先】 市立工業高等学校事務局
☎267-3101　FAX267-3102

会　場
入場券
（全席自由）

販　売

定期演奏会
第56回

本校吹奏楽部は、今年５６回目の定期演奏会を迎えることがで
きました。
楽曲演奏のクラシック・シンフォニックポップスステージとステー
ジドリルを中心としたショータイムの２部構成となっています。
皆様に楽しんでいただけるステ－ジとなるよう、心をこめて演
奏します。
ぜひ、お誘い合わせのうえお越し下さい。お待ちしてます！

いしかわ百万石文化祭2023応援事業 テレビ広報

令和4年10月10日

◆いいね金沢（北陸放送）
　10月15日（土）17:15～17:30
　「金沢泉鏡花フェスティバル2022」

◆金沢コミュニティチャンネル
（金沢ケーブル031ch）
　「歴史遺産を体験！金沢歴史遺産探訪月間2022」

☎（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

10月14日（金）は児童手当の定例支払日です
制度改正により、所得上限限度額を超え10月支払分から
支払対象外となった方には、9月末に通知済みです
子育て支援課　☎220-2285

10月15日（土）～21日（金）は違反建築防止週間です
建築指導課　☎220-2327

転ばん元気な体づくり教室　参加者募集！
①11/8～29の火曜　10:15～11:45　市総合体育館
②11/10～12/1の木曜　13:15～14:45　鳴和台市民体育会館
65歳以上の市民　各15人　200円
市スポーツ事業団　☎247-9019

マイナンバーカード交付臨時窓口を開設します
10月15日(土)、11月6日(日) 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の健康保険証利用登録を支援します
10月15日(土) 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

海みらい朗読会『おばけの朗読会』
10月23日（日）14:00～15:00　50人
金沢海みらい図書館　☎266-2011
（10:00～受付、申込み順）

金沢料理職人塾市民講習会
10月26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）
松茸と加賀蓮根の海老はさみ揚げ　ほか
金沢料理職人塾事務局　☎090-2373-0629（申込み順）

健康ウオーキング「まいどさんと歩く東山界隈ウオーク」
10月25日（火）10:00～11:30　市民30人　100円
金沢健康プラザ大手町集合～来教寺付近解散　少雨決行
金沢健康福祉財団　☎222-0102（10/11～受付、申込み順）

「友禅と金箔とガラスと」～金沢の新しい伝統工芸～
10月13日（木）～23日（日）11:00～17:00（最終日は16:00まで）
金沢・クラフト広坂　☎265-3320

短歌入門講座 ～基礎から実作まで～(全３回)
11月～1月　※初回：11/19（土）10:30～12:00
中学生以上　10人  1,500円（全3回分）
金沢文芸館　☎263-2444（申込み順）

伝統工芸実演 ＜和傘＞
10月15日（土）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

金沢・南砺市民交流バスツアー　―2022秋―
11/19（土）13:00～20:30　市民　30人　3,000円
詳しくは、　
南砺市観光協会　☎0763-62-1201（11/11締切、申込み順）
企画調整課　☎220-2031

樹木剪定講座
10月15日（土）9:00～12:00　60歳以上の市民　10人　500円
松寿荘　☎268-6757（10月12日～受付、申込み順）

手づくり工作教室（針金で作る「やじろべい」）
10月15日（土）10:30～16:00　※材料がなくなり次第終了
千寿閣　☎222-0008

イク（育）友つくろう　冬季ペンギン親子教室
12月～来年2月 10:15～11:30(全7回)
市内の2020.12.1～2021.4.1生まれの子と保護者　15組
HPから申込み、詳しくは
近江町交流プラザ　☎260-6724（多数時抽選）

なん旅 検索

近江町交流プラザ 検索

映画上映会「ビリーブ　未来への大逆転」
11月9日（水）10:00～12:00　市内在住、在勤の方　20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10/26締切、祝日休み）

金沢市女性センター 検索

子ども科学スタジオ「冬鳥を双眼鏡でかんさつしよう」
11月12日(土)10:30～12:00、14:00～15:30　
いしかわ子ども交流センター（法島町11-8）
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　☎221-2061
（11月2日締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

かなざわ読書フェア
10月15日（土）10:00～15:00　玉川こども図書館　
一部、事前申込み必要　詳しくは、
図書館総務課　☎221-1960

金沢市図書館 検索

10月13日（木）～17日（月）9:30～17:00（最終日は15:00まで）
ワークショップ：15日（土）、16日（日）10:00～　※有料
安江金箔工芸館　☎251-8950

東山地域交流会
～ゆかりの作家と地域住民の作品展～

10月16日（日）まで　犀川大橋～桜橋間　市民　
犀川河川空間の利活用を促進する社会実験イベント
詳しくは、
企画調整課　☎220-2031

サイガワリバーサイドアクト 検索

社会実験イベント
「サイガワリバーサイドアクト2022」実施中！

11月5日（土）14:30～15:50
幼稚園教諭、保育士、絵本や読み聞かせに興味のある方　50人
託児あり　20人（10/27締切、申込み順）
玉川こども図書館　☎262-0415
（10/11 10:00～受付、申込み順）

幼稚園教諭・保育士対象絵本講座
絵本が与える効果について～触れて・感じて・考えてみよう～

11月21日（月）14:00～16:00　県地場産業振興センター　25人
金沢勤労者福祉サービスセンター　☎234-7871
（10月11日　10:00～受付、申込み順）

生涯現役！長く・元気に・イキイキと！！
『働く中高年のための健康管理セミナー』参加者募集

10月29日（土）、30日（日）18:00～20:00　入館料310円
寺島蔵人邸　☎224-2789

金沢ナイトミュージアム2022　
秋の宵ドウダンツツジのライトアップ

回数日程
611/5～12/10の土曜

211/5、12の土曜
511/10～12/8の木曜

講座名

パソコン教室　受講生募集

① パワーポイント入門

② ズームを楽しもう
③ 70代からのスマホ

①③10:00～12:00　②13:30～15:30　各7人（3人以上で開講）
①②パソコン操作できる方　③スマホまたはタブレット持参
①9,600円＋テキスト代、②3,200円、③8,000円
市シルバー人材センター　
☎222-2411（10月17日締切、申込み順）

キゴ山ふれあい研修センターの催し

10月20日（木）18:00～20:30　集合場所：金沢市役所庁舎前広場
天体望遠鏡での天体観望、惑星・星座解説

11月5日（土）9:30～11:30　キゴ山ふれあい研修センター
小学4～6年生と保護者　10組　
プラネタリウム観覧と電波教室
キゴ山ふれあい研修センター　☎229-1141
（②8:30～受付、申込み順）

①まちなかスターウォッチング

②親子でぷらっとサイエンス！～宇宙と電波～

「古典の日」事業

10月23日（日）17:30～18:30　20人

11月3日（木）10:30～11:30　25人

11月3日（木）14:00～15:30　50人
①②玉川図書館　☎221-1960（10:00～受付、申込み順）
③泉野図書館　　☎280-2345（10:00～受付、申込み順）

①チェロの伴奏による古典文学朗読会

②古典文学講座　『梁塵秘抄』の今様（いまよう）
　　 ー名もなき人々の声を聞くー

③講座と弾き語りで味わう平家物語の世界

ダイバーシティ人権政策課からのお知らせ

11月～2月の火曜、金曜　18:00～21：00（年末年始除く）
詳しくは、

11月～2月の最終日曜　14:00～16:00　教育プラザ富樫
市内在住・在勤のシングルマザー・プレシングルマザー　親子10組
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@金沢市 検索

①女性のためのSNS相談「女性相談@金沢市」を実施します

②シングルマザー交流勉強会を開催します

徳田秋聲記念館の催し

10/15（土）　50人　観覧料310円
りんご「秋星」を無料でプレゼント（当日先着順）
※無くなり次第終了

①墓前祭　11/12（土）13:00～13:30　静明寺（材木町28－18）
②記念講演　11/12（土）14:00～16:00　徳田秋聲記念館
各20人　②観覧料310円（申込み順）
徳田秋聲記念館　☎251-4300

◆りんごの「秋星」特別プレゼント

◆秋聲忌



毎週火曜日掲載 令和4年10月18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）
　10月22日（土）17:25～17:30
　「金沢未来のまち創造館
　　　オープンキャンパス"のまちTRIAL"開催」

◆まいどさんの金沢クイズ（テレビ金沢）
　10月29日（土）11:40～11:45
　「郷土の偉人の巻②」

【問い合わせ先】企画調整課　☎220-2031　FAX264-2535

第1部【基調講演】　建築家  坂　茂 氏
第2部【対　　談】　建築史家・建築批評家　五十嵐　太郎 氏 （坂氏との対談）

金沢・建築文化会議

2022 金沢・建築月間2022 金沢・建築月間

11月16日（水）19:00～21:00
詳しくは、金沢・建築月間 検索

木の場ーKINOBAー
～学生提案事業　尾張らん町～

金沢建築館　ライトアップ

建築とまちづくり展

都市計画課　
☎220-2351

企画調整課　
☎220-2031
文化財保護課
☎220-2469

谷口吉郎・吉生記念
金沢建築館
☎247-3031

金沢学生のまち市民交流館
☎255-0162

市埋蔵文化財センター
☎269-2451

YouTubeで
視聴可

30人
（申込み順）

申込みの受付は
終了しました

11/3（木）
10:00～12:00

10/26（水）～
12/１（木）

11/19（土）～20（日）
10:00～18:00

11/27（日）まで　
9:30～17:00
11/1（火）～30（水）
21:00まで

11/23（水）
13:30～15:30

11/15（火）まで 越山甘清堂本店前（尾張町）

尾張町地内各所

谷口吉郎・吉生記念
金沢建築館

市内各所

（集合）中央公民館長町館

金沢学生のまち市民交流館

市埋蔵文化財センター
歴史遺産探訪月間2022
市民ふるさと歴史研究会　
鎌倉時代の武士館～堅田館～

歴史遺産探訪月間2022
武士地の移り変わりin長町

金沢建築館　第５回企画展
「木で創る －その蓄積と展開－」

歴史的空間
再編コンペティション2022

イベント名 日　　時 会　　場 定　　員 問い合わせ先

金沢・建築月間のメイン事業として、「建築とまちづくりを考える」をテーマに
専門家による基調講演を行ない、市民とともにこれからのまちづくりを考えます。

重層的な建築文化を形成している金沢で、建築文化に関連する事業を一体的に開催し、その魅力を発信します。

11月１日（火）～30日（水）

日 時 会 場 市文化ホール
定 員 750人（要申込み、10/25～受付）

木の場ーKINOBAー
尾張町商店街めぐり 11/3(木)～6(日) 

金沢マラソン2022　交通規制のお知らせ
10月30日（日）の大会当日は市内で交通規制を実施します。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いします。

■交通規制に関する問い合わせ
　金沢マラソンコールセンター ☎220-2726
　平日････････････････････9:00 ～ 17:45
　10月28日（金）・29日（土）･･8:00 ～ 20:00
　10月30日（日）･･･････････5:00 ～ 17:00

■路線バスに関する問い合わせ
　北陸鉄道テレホンサービスセンター　
　☎237-5115（年中無休/8:00～19:00）
　西日本JRバス金沢営業所　
　☎225-8004（年中無休/9:00～17:30）

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

二次元コードで現在の規制情報を確認　
10月30日（日）8:35から利用できます。
詳しくは、金沢マラソン交通規制 検索

リモート応援を
実施します！
大会当日はテレビ、

ラジオなどから応援を
！！

リモート応援を
実施します！
大会当日はテレビ、

ラジオなどから応援を
！！

10月30日（日）8:10～ 16:10
※広坂通り周辺の一部は6:00から
※西部緑地公園周辺の一部は17:00まで

交通規制
時間帯

金沢市公設花き市場 検索

金沢子ども科学財団 検索

11/6(日)　県立美術館　18歳以上　10人程度　要観覧料
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
鑑賞することから工芸を知る「第69回日本伝統工芸展金沢展を鑑賞する」

古典の日　百人一首をくずし字で読もう！
─古きかな文字の謎を解け─

11月6日(日)10:30～12:00　小学4年生～中学生　20人
玉川こども図書館　☎262-0415（申込み順）

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）
①②教育プラザ富樫、③金沢市消防局　25人
遊び・食事・発達・病気・救命などについての講習
金沢歌劇座開館60周年記念公演　金沢オペラ「滝の白糸」セレクション
金沢歌劇座　未就学児入場不可　SS席8,000円～B席2,000円
※22歳以下1,000円チケットあり(枚数限定)

寺島蔵人邸
☎224-2789（申込み順）

金沢子ども科学財団
☎221-2061
（11/9締切、多数時抽選）
申込み方法など詳しくは、

市ファミリーサポートセンター
☎243-3410
（11/4必着、申込み順）

金沢芸術創造財団
☎223-9898

四季の庭園・音楽鑑賞会～「秋の邦楽演奏会」
各回20人　500円　※火曜休み、10/19 9:30～受付
おもしろ実験・観察教室「音って何だろう」
小学5年生～中学生　12人　300円
子ども科学スタジオ
「液体ちっそって何だ　すごく冷たい世界」
年長児～小学2年生と保護者　各16組(2人1組)  100円

11/11（金）
13:30～、15:00～
11/19（土）
9:30～11:30
11/19（土）
10:30～12:00、
14:00～15:30
①11/21(月)
②11/22(火)
③11/26(土)または12/5（月）

11/23（水）
14:00～

日時 内容 場所・問い合わせ先11月5日（土）13:30～14:00、15:00～15:30  各回60人
金沢海みらい図書館　☎266-2011（10:00～受付、申込み順）

古典の日事業2022
「太神楽～日々を寿ぐ伝統的な曲芸の世界」

金沢蓄音器館の催し

11月5日（土）14:30～　33人　500円

11月12日（土）14:30～　33人　観覧料310円

11月19日（土）14:30～　33人　観覧料310円

11月26日（土）14:30～　33人　観覧料310円
金沢蓄音器館　☎232-3066
（10/19 10:00～受付、申込み順、火曜休み）

◆コンサート「まだら模様のベートーヴェン」

◆SP盤鑑賞会「時代を飾った歌物語」

◆SP盤鑑賞会「音盤の記憶」

◆SP盤鑑賞会「鏡花を聴く」～台詞劇『婦系図絵巻』～

金沢ふるさと偉人館の催し

10/22(土)14:00～14:30　小学生15組　観覧料310円

10/23(日)13:30～14:30　観覧料310円

募集期間：11/20(日)まで　幼児～中学生
画用紙に自画像を描いて応募してください
金沢ふるさと偉人館　☎220-2474（①申込み順）

①子ども向け劇「ゴールデン偉人賞　金沢大会」

②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─」

③「第15回 自画像展」作品募集

10月31日(月)は月曜定休の下記文化施設を開館します
①金沢21世紀美術館、金沢能楽美術館
②中村記念美術館、金沢ふるさと偉人館、鈴木大拙
館、金沢くらしの博物館、前田土佐守家資料館、金沢
市老舗記念館、谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
※11月1日（火）は休館します
①金沢芸術創造財団　☎223-9888
②金沢文化振興財団　☎220-2190

陶芸展「阪井ひとみ・土とキノコのいきもの」
11/13（日）まで 10:00～18:00
金沢・クラフト広坂　☎265-3320

樹木剪定講座
10/22(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）

ハンギングバスケットの寄せ植え教室
10/23(日)10:30～12:30  市民12人  2,500円
千寿閣　☎222-0008（9:00～受付、申込み順）

11月20日(日)13:00～16:30　内灘町産業支援センターUMI＋
石川中央都市圏内で創業予定の方、創業間もない方など　15人
詳しくは、
内灘町商工会　☎286-4200（11月18日締切、申込み順）
企画調整課　☎220-2031

内灘町産業支援センター 検索

スモールビジネス向け！「明日から実践できるSNSマーケティング」

10/29（土）開館時間～20:00　各施設の観覧料
安江金箔工芸館など市内14の文化施設
詳しくは、
金沢文化振興財団　☎220-2190
金沢芸術創造財団　☎223-9898

ナイトミュージアム　一斉開館 検索

金沢ナイトミュージアム　
市内14文化施設　夜間一斉開館のお知らせ

10月25日（火）9:30～17:30  ※雨天中止
国立工芸館　☎050-5541-8600（ハローダイヤル）

国立工芸館 開館記念日 特別公開　
ガラスの向こうの気になる「アレ」

国際福祉機器展（HCR）2022報告会
10月24日(月)17:30～19:00  
市民（会場15人＋オンライン30人）
ホームページから申込み
金沢福祉用具情報プラザ　☎234-9900（申込み順）

働きたいシニア×企業マッチング交流会
10月25日（火）10:00～12:30、13:30～16:00
金沢勤労者プラザ　概ね55歳以上  各回30人
電話または専用webフォームで申込み
(株)アイ・アイ・ピー金沢　☎237-3925
労働政策課　☎220-2199（10月24日締切、申込み順）

11月5日(土)18:00～20:00　40人　1,000円
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(WEB受付、申込み順)

金沢建築館 検索

第5回企画展建築フォーラム2
「木で創る─新木造の展開─」

「親子おみちょ体験」参加者募集
11/19（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、
農業水産振興課　☎220-2213（10/30締切、多数時抽選）

近江町市場 検索

尾張町で端唄のひととき（全2回）
10/23(日)①11:00～、②12:30～  尾張町町民文化館
藤本流の三味線（端唄・俗曲）の演奏
①尾張町商店街振興組合　☎221-8430
②観光政策課　☎220-2194

国および県の事業復活支援金を受給し、確定申告の
納税地が金沢市内の事業者
[支給額]石川県事業復活支援金受給額の半額
申込み方法など詳しくは、
金沢市事業者支援金コールセンター
☎220-2127（平日9:00～17:45）

金沢市　事業復活 検索

締切間近！
金沢市事業復活臨時支援金の申請は10月31日(月)まで

①要介護3～5の認定を受けた高齢者がいる世帯
②重度障害の方がいる世帯
※いずれも市民税非課税世帯に限ります
　対象の世帯にはご案内の書類を送付済みです
詳しくは、
①福祉政策課　☎220-2288　FAX260-7192（10/31締切）
②障害福祉課　☎220-2289  FAX232-0294（10/31締切）

金沢市　福祉光熱費助成金 検索

原油価格などの高騰に伴う
福祉光熱費助成金の申請はお済みですか

花のインスタグラムフォトコンテスト　写真募集
写真テーマ「私を癒してくれるお花」
詳しくは、
公設花き地方卸売市場事務局　☎220-2715（11月30日締切）

市税の休日・夜間納付相談窓口を開設します
10/23(日)9:00～17:30、27(木)17:45～20:00
税務課　☎220-2171・2172・2173

(延長前)令和4年9月末→(延長後)令和4年12月末
カードの申請から交付まで2カ月程度要しますので、
早めのカード申請・取得をお願いします
市民課　☎220-2241

マイナポイント第2弾の付与対象となる
マイナンバーカードの申請期限が延長となりました

スタンプラリー「泉野図書館から てくてくさんぽ」
11/27（日）まで 四十萬谷本舗、金沢建築館ほか全9ヵ所 
詳しくは、
泉野図書館　☎280-2345

金沢市図書館 検索

個人市・県民税の第3期の納期限は、10月31日(月)です
市民税課　☎220-2161

森の学校～森と里山について楽しく学ぼう！～
11月12日（土）9:00～13:00　※予備日11月13日（日）
東原町運動広場　市内の小学1～4年生の親子　15組
詳しくは、                                子一人1,000円
金沢市電子申請サービスまたはFAXで申込み
森林再生課　☎220-2217　FAX222-7291（10/28締切、多数時抽選）

金沢の森づくり 検索

金沢市母子寡婦福祉大会
11月6日(日)10:30～12:20　県女性センター
ひとり親家庭の父母、寡婦、福祉関係者など
市母子寡婦福祉連合会　☎224-3417

11月19日（土）10:00～12:00　玉川こども図書館
市内の小学生の親子　10組（20人程度）
廃プラスチックでキラキラ宝石マグネットづくり　など
ごみ減量推進課　☎220-2302（11月4日締切、申込み順）

楽しく学ぼう！ごみ減チャレンジ隊
第3回「減らそうプラごみ編」



【問い合わせ先】 金沢未来のまち創造館（野町3-11-1）　☎280-3115   FAX280-3116

普段何が行われているの？
金沢未来のまち創造館ってどんなところ？金沢未来のまち創造館ってどんなところ？

普段何が行われているの？
金沢未来のまち創造館で、
とびきりの「わくわく」を生み出す、
さまざまな活動を体験してみよう！

わくわ
く！

VRの世
界で

仮想空
間体験

紙ねんどで作ったものを

XR化ワークショップ！

大注目！

小学生が「麹（
こうじ）の

よさを知っても
らう」ため

の方法を発表！
？

ツリーに飾り付ける
クリスマスオーナメントの
手作りワークショップ！

料理のプロが
簡単に美味しくなる
家庭料理のコツを伝授！

家庭で簡単
！

ケーキ作り
＆

デコレーシ
ョンの

ノウハウを
教えます！

イベントの詳細はこちら

11 5 土
時間　9:30 - 19:00
場所　金沢未来のまち創造館

※駐車場の台数に限りがありますので、公共交通機関でのご来場にご協力ください。

入場
無料

金沢未来のまち創造館 検索

【問い合わせ先】 金沢21世紀美術館　☎220-2800　FAX220-2802

金沢市民は美術館主催展覧会が無料!

●美術家・毛利悠子氏によるコレクション作品と
　新作作品を特別展示します

●当館キュレーターによる展示室ガイドツアーやミニトークを行います

「時を超えるイヴ・クラインの想像力―不確かさと
非物質的なるもの」展、「コレクション展2 Sea Lane
 ‒ 島々への接続 」展を無料でご覧いただけます

トークシリーズ「フォーラムアール～これからを話そう」
第一弾として、映像作家兼文化人類学者の太田光海氏
による作品上映とレクチャーを行います

アートバスで金沢市内の隠れた名所めぐり!
昨年リニューアルしたばかりのアートバスでトークと
情緒あふれる歌謡曲を聴きながら、街や時代の記憶
や変化を味わい、金沢を普段とは一味違った角度か
らご体感いただけるバスツアーです

【当日の特典・プログラム内容】

金沢21世紀美術館（愛称：まるびぃ）では、毎年11月3日の「市民美術の日」に、
市民の方がより美術に親しみ、豊かな心を育むよう主催展覧会を無料でご覧
いただける機会を設けています。「まるびぃ」がより開かれていくよう、この日は
「オープンまるびぃ」と題して市民の皆さんが美術館を楽しみ、様々な人と交流
する一日。11月3日の市民美術の日を金沢21世紀美術館で過ごしませんか？

オープンまるびぃ2022 検索詳しくは、

木11/3   は市民美術の日「オープンまるびぃ 2022」11/3   は市民美術の日「オープンまるびぃ 2022」11/3   は市民美術の日「オープンまるびぃ 2022」

その他、ワークショップや絵本の読み聞かせ、キッズプログラムなどを実施。
詳しくは当館webサイトをご確認ください。

毎週火曜日掲載 令和4年10月25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

障害福祉・障害児福祉計画策定アンケートにご協力ください
11月18日(金)まで 
障害福祉サービスなどをご利用の方に調査票を郵送
障害福祉課　☎220-2289

高齢者インフルエンザ予防接種が始まりました
来年1月31日(火)まで
市内の協力医療機関(要予約)  自己負担1,400円
65歳以上の方など対象者に接種券を送付
健康政策課　☎220-2701

給食調理員・配膳員(会計年度任用職員)募集
学校給食調理場での調理補助、小中学校での給食の配膳
1日3時間または5時間勤務、時給970円
学校職員課　☎220-2445

母子・父子自立支援員(会計年度任用職員)募集
任期：来年3月31日(金)　※再度任用あり
社会福祉士・保育士・保健師の資格、教員免許状を
有する方など　※ほかにも応募資格あり　1人
ひとり親家庭に関する電話や窓口での相談対応など
子育て支援課　☎220-2285

来年3月31日(金)まで　平日9:00～17:00
令和2年4月1日において、公務扶助料・遺族年金など
を受けていない遺族の中の１人に支給
福祉政策課(第一本庁舎1階)　☎220-2278

戦没者等の遺族の皆さま
第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか

11月6日(日)、26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

10月28日(金)12:20～12:50　第二本庁舎エントランスホール 
出演:安田裕美氏(ソプラノ)、近藤洋平氏(テノール)、
　　 辻博之氏(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
マエストロ辻博之が誘うオペラ「滝の白糸」の世界

回数日程
6
6

6

11/16～12/21の水曜

2
11/18～12/23の金曜
11/19、26の土曜

講座名

パソコン教室　受講生募集

① エクセル入門

② ワード入門
③ スマホでライン

11/21～12/26の月曜④ パソコン入門

①②④10:00～12:00、③13:30～15:30　 各7人（3人以上で開講）
①②パソコン入力できる方、③スマホ持参、④初心者
①②④9,600円＋テキスト代、③3,200円
市シルバー人材センター　☎222-2411（11月1日締切、申込み順）

オミクロン株対応ワクチンの追加接種の間隔が最短３か月に短縮されます

【問い合わせ先】(平日9:00～17:45)
〈接 種 予 約〉
　　金沢市コロナワクチンコールセンター　 ☎213-5670
〈接種券交付〉
　　金沢市ワクチン接種券・証明書ダイヤル ☎201-8315 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

■対　象　2回以上の接種を完了された12歳以上の方
　　　　　　※既にオミクロン株対応ワクチンで追加接種された方は、更なる追加接種はできません。
　　　　　　※年内に初回接種（1・2回目）を完了することでオミクロン株対応ワクチンでの接種が可能となります。
　　　　　　　初回接種がお済みでない方は、年内に完了することをご検討ください。
■接種券　前回の接種日から概ね３か月経過後に発送
　　　　　※８月１日までに接種をされた方の接種券は10月27日に発送（31日から配達開始）

【申込み】  (株)アイ・アイ・ピー
☎237-3925
（11/12締切、申込み順）
【問い合わせ】　労働政策課
☎220-2199

三人展
九谷焼の器、山中塗や加賀象嵌の装身具などの展示販売
※最終日16:00まで
新キャンパス移転プロモーション展
教材としての芸術資料―金沢美術工芸大学所蔵の工芸優品選―
市文化ホール　※最終日13:00まで
スペースツアー「読むところ・座るところ」
入館料310円

①金沢ナイトミュージアム2022
「和室でコンサート」～秋の夜の調べ～
40人　1,000円(入館料含む)

②いしかわ百万石文化祭2023応援事業
「旧中村邸」秋の一般公開

高砂大学校　受講体験・入学説明会
市民　体験講座「郷土の美術工芸～工芸王国石川の所以～」など　

湯涌みどりの里　そば打ち体験教室
市内在住の方　2,000円/組(2～4人/組)

企画展「『足迹（あしあと）』―書き尽くされた妻の生涯」
観覧料310円

知ってる街の知らないお宝発見ツアー　石引商店街めぐり
福光屋集合
市民12人　2,000円（昼食、体験、お土産付）
「フレイル予防～健康に長生きするために～」
いずみの健康講座　15人
講演会「エコにつながる捨て方、買い方、片付け方！」
近江町交流プラザ  市民　30人　講師：家村かおり氏

金沢宇宙塾キンダーコース
市内在住の年中・年長児と保護者　10組

  4日(金)13:00～15:00　第一本庁舎2階
  9日(水)13:00～16:00　大徳公民館
16日(水)13:00～16:00　額公民館
30日(水)13:00～16:00　金石町公民館 

11/24(木) 14:00～14:50、15:00～15:50

②フレイル予防祭り
泉野福祉健康センター　市民
フレイルチェック体験(簡易版)、フレイル予防活動体験など
③みんなの健康運動教室「ぽっこりお腹を解消しよう！」
泉野福祉健康センターほか　市民　30人　200円

④ヘルシークッキング「高血糖を予防しよう！」(全2回)
金沢健康プラザ大手町　市民　各10人　600円

かなざわ就職フェア
県地場産業振興センター新館
就職・転職・再就職をお考えの方(新卒者も歓迎） 各40人
企業ガイダンスと個別相談　※託児あり(要予約)
申込み方法など詳しくは、

「フレイルチェック」をしてみませんか
泉野福祉健康センター　概ね65歳以上の市民　10人

緑の相談広場～緑と花の市民講座～
近江町交流プラザ　60人

「自分も相手も大切にする人間関係セミナー」（全２回）
市内在住・在勤の女性　15人
申込み方法など詳しくは、

模擬せりと料理教室　参加者募集
市内在住の小中学生と保護者　6組（1組3人まで）
2,000円/組(2人参加)、2,500円/組(3人参加)

①かえっこバザール(全4回)
戸室リサイクルプラザ　市民　各５組
②エコ工作教室(全2回)
戸室リサイクルプラザ
各10人（未就学児は保護者同伴）　150円/人
子ども科学スタジオ「貝化石の発掘をたいけんしよう」
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、

ひとり親・寡婦の方の無料法律相談
県女性センター　ひとり親および寡婦の方、離婚を考えている方

ジャンルレス工芸展
観覧料300円　※11/3は観覧無料

動物愛護管理センターってどんなとこ？親子施設見学会
市内在住の小学生と保護者　各回5組

◆配架・書架整理体験  11/13(日)、12/27(火)　10:30～12:00
◆図書のフィルム貼り体験  11/20(日)、来年1/8(日)　10:30～12:00
小学3年～中学3年生  各回6人
※各体験2日間とも同じ内容、1日のみの参加可

金沢市国民健康保険
食と運動に関するオンライン健康セミナー
満40歳以上の国民健康保険加入者　300人

かなざわグローバル人材育成セミナー
～世界へ羽ばたこう！－多文化理解と英語コミュニケーション－～
高校生、大学生　30人　メールに住所、
氏名、学年、電話番号、講座名を明記

ワークショップ　
「文庫本のリメイク―自分の好きな表紙をつけよう」
近江町交流プラザ　10人　500円

泉鏡花記念館
☎222-1025(10/26～受付、
申込み順、火曜休み)
国立工芸館
☎050-5541-8600

市母子寡婦福祉連合会
☎224-3417(申込み順)

金沢・健康を守る市民の会
☎222-0103(申込み順)

動物愛護管理センター
☎258-9070(申込み順)

市女性センター
☎223-1265(申込み順)
※託児申込みは11/9締切

金沢子ども科学財団
☎221-2061
(11/16締切、多数時抽選）

緑と花の課
☎220-2356
(11/7締切、多数時抽選)

玉川こども図書館
☎262-0415
(申込み順)

金沢健康福祉財団
☎222-0102
(①③④申込み順)

医療保険課
☎220-2255
(11/7日締切、多数時抽選)

ごみ減量推進課
☎220-2302
(11/10必着、多数時抽選)
webまたははがきで申込み

中央卸売市場事務局
☎220-2711
(11/8締切、多数時抽選)
電子申請サービスで申込み

金沢・クラフト広坂
☎265-3320

金沢美術工芸大学
美術工芸研究所
☎262-3519
鈴木大拙館
☎221-8011

中村記念美術館
☎221-0751
 (①申込み順)

中央公民館彦三館
☎261-8100
金沢湯涌みどりの里
☎235-8033
（火曜休み）

ダイバーシティ人権政策課
☎220-2095
(②申込み順)

徳田秋聲記念館
☎251-4300
（火曜休み）

市商店街連盟
☎234-7236
(10/31締切、多数時抽選)
泉野図書館
☎280-2345(申込み順)
環境政策課
☎220-2507(申込み順)
キゴ山ふれあい研修センター
☎229-1141
(9:00～受付、申込み順)

11/12(土)
9:30～12:30

11/14(月)、17(木)
14:00～15:30
11/19(土)、21(月)
10:30～12:00

11/13(日)
10:30～12:30、
13:30～15:30

11/15(火)
       ～30(水)

11/16(水)
13:30～14:40

11/19(土)
13:30～15:00

11/22(火)、29(火)
10:00～12:00

11/26(土)
9:00～12:00 

11/26(土)
10:00～12:00

11/26(土)
10:30～12:00、
14:00～15:30

11/27(日)
10:00～11:00、13:30～14:30

11/27(日)
13:00～16:00

11/27(日)
13:00～16:00

11/27(日)
13:30～16:30

12/4(日)まで
9:30～17:30

11/2(水)、4(金)
14(月)、16(水)

10/26(水)
　　～11/6(日)
11:00～17:00
10/27(木)
　　～11/1(火)
10:00～17:00

10/29(土)
　　～11/6(日)
10:00～16:00

11/3(木)～23(水)の
土日祝日　※11/5、6、13除く
10:00～11:30、13:30～15:00

11/11(金)
10:00～14:30

11/12(土)～
来年3/12(日)

11/11(金)
14:00～15:00

11/12(土)
10:00～11:30

11/13(日)
16:00～18:30

10/29(土)
14:00～15:00

10/29(土)
18:30～19:30

日時 内容 場所・問い合わせ先

日時 内容 場所・問い合わせ先

金沢市はたらくサイト 検索

金沢市女性センター 検索

金沢子ども科学財団 検索

金沢国際交流財団
☎220-2522
    kief@kief.jp
（11/20必着、多数時抽選）

①11月の人権相談

②LGBT相談

展示替えのため、11/7(月)～11(金)は休館します

①学ぼうフレイル予防

図書館のお仕事体験会

とむろひろば～かえっこバザール＆エコ工作教室～

Ⓐ11/4(金)
Ⓑ11/9(水)
Ⓒ11/10～24の木曜
Ⓓ11/15(火)
Ⓔ11/28(月)
いずれも
13:30～14:30

Ⓐ栄養編、Ⓑお口の機能編、
Ⓒ運動A（運動編）、
Ⓓ運動B（身体活動編）、
Ⓔ社会参加編　※内履き靴持参
講師によるフレイル予防の講話や実技　
泉野福祉健康センター　
65歳以上の市民　各回20人 50円




