
～宇宙教育を通した人材の育成と、
金沢市における宇宙産業の創出を目指します～

10月8日（土） 13：00～17：15 金沢市文化ホール（高岡町15-1）日時 会場

「宇宙開発と未来」 　　中須賀　真一氏（東京大学教授）
「宇宙産業と人材育成」 岩本　裕之氏（JAXA人事部長）

金沢支部団員が日頃の宇宙に関する活動成果を報告

テーマ「これからの宇宙産業の広がり」　
コーディネーター：中須賀　真一氏
パ ネ リ ス ト：岩本　裕之氏　
　　　　　 　　　菊池　優太氏（SPACE FOODSPHERE理事）
                　　　永崎　将利氏(Space BD(株)代表取締役社長）
　　　　　 　　　野口  　　弘氏（金沢市教育長）

日本宇宙少年団金沢支部　活動報告

パネルディスカッション

13：20～14：30 13：00～17：15

13：00～17：1514：40～14：55

15：10～16：30

宇宙産業に携わる企業や宇宙研究に取り組む大学が
ブースを出展

金沢市内の学校・団体が宇宙に関する活動・研究について展示

基調講演 交流会（ワークショップ形式で開催）

ポスター展示

【問い合わせ先】　キゴ山ふれあい研修センター　
　　　　　　　　☎229-1141　FAX 229-2511

申込み方法など、
詳しくはこちら▶

入場無料

金沢のまちなかに、金沢JAZZ STREETが帰ってきます！
国内外のトップアーティストや学生ビッグバンドが集うスペシャル
コンサートのほか、市内中心部の会場で、3年ぶりとなるまちかど
ジャズライブを開催！
JAZZ一色に染まる秋の連休をお楽しみください。

2022

【問い合わせ先】 金沢JAZZ STREET実行委員会運営事務局　☎214-6810［平日10:00～17:00］
金沢 ジャズストリート 検索

ジャズとアカペラを同時に楽しめる！
金沢アカペラ・タウンコラボ事業

前夜祭レセプションライブ

9/16■
17:00～

会場
出演

いしかわ四高記念公園
山中千尋トリオ／福井直秀4feat.吉村未来／同志社大学The Third Herd Orchestra/
小西佑果トリオfeat.ヴォーン・ヒューズ／Gentle Forest 5 Gentle Forest Sisters

会場 新天地

まちかどジャズライブ

菊地成孔クインテット/井上銘STEREO CHAMP
9/19■
開演14:00～

会場

料金

北國新聞赤羽ホール
前売 5,000円    当日 5,500円
※3歳以下入場不可

無料

無料

無料

金

9/17■土

9/17■土月

～19■月
いしかわ四高記念公園／片町きらら広場／金沢市役所庁舎前広場
金沢市役所第二本庁舎／他
その他会場とスケジュールについては、公式ホームページをご覧ください

会場

16:00～

16 17 18 19

この他にも多彩なプログラムが目白押しです！
詳しくは、※新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。また、状況により内容が変更となる場合があります。

［有料］

毎週火曜日掲載 令和4年9月6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 460,208人
■世帯数 210,370世帯（R4.8現在）● twitter、YouTube

いいね金沢 検索
@CityofKanazawa 検索

　詳しくは
こちらから

【問い合わせ先】　金沢市事業者支援金コールセンター　☎220-2127［平日9:00～17:45］（商工業振興課内）
金沢市　事業復活詳しくは、 検索

◇対  象  者　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　
◇申請期限　令和４年10月31日（月）まで

金沢市事業復活臨時支援金　申請はお済みですか？

長寿お祝い事業を実施します
9月15日現在、金沢市で引き続き1年以上住民票に記載
されている方で、来年3月末までに満100歳になる方に
はお祝い金、満88歳になる方には記念品を贈呈します
福祉政策課　☎220-2288

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

市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）

金沢市職員採用候補者試験　受付中
【試験区分】大卒程度（土木）（2回目）　5人
受験資格など詳しくは、
人事課　☎220-2079（9/20 17:00締切）

金沢市　採用試験 検索

クラフト政策推進課からのお知らせ

市内に拠点を有する団体、事務所または事業所などを有する事業者
詳しくは、

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
詳しくは、
クラフト政策推進課　☎220-2373
（①9/26  12:00必着、②9/30必着）

クラフトプラザ香林坊 検索

金沢の伝統産業 検索

①工芸の新しいビジネスモデル構築事業対象事業者募集中

②クラフトプラザ香林坊　入居者募集

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

新小学生・中学生の就学通知書を送付しました
来年4月に小・中学1年生になる児童・生徒の保護者
通知書には入学先の学校名を記載しています
新小学1年生は新入学児健康診断通知書を兼ねています
※通知書が届かない場合や誤りがある場合はご連絡ください
※入学式の日時は、1月下旬頃に通知します
教育総務課（第二本庁舎1階）　☎220-2477

◆11月30日（水）まで新入学の指定校変更などに関する
　就学・進学相談を実施しています

回数日程
610/2～11/6の日曜

510/2～30の日曜
610/3～11/14の月曜（10/10除く）

講座名

パソコン教室　受講生募集

① パソコン入門

② 70代からのスマホ
③ エクセル入門

①③10:00～12:00　②13:30～15:30　各7人（3人以上で開講）
①初心者対象　②スマホまたはタブレット持参
③パソコン入力できる方
①③9,600円＋テキスト代、②8,000円
市シルバー人材センター　
☎222-2411（9/13締切、申込み順）

10月10日（月）14:30～16:00　市文化ホール　市民70人
※10月24日～30日にオンデマンド配信の予定（要申込み）
金沢市電子申請サービスで申込み
元町福祉健康センター　☎251-0200（9/30締切、申込み順）

令和4年度金沢市ひきこもりを考える講演会
「不登校・ひきこもりの理解と対応」

パティシエと一緒にエコ・スイーツ料理教室
10月2日（日）13:00～16:00  金沢中央市場食育会館
市内在住の方　6組（1組2人まで　小学生以上）
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　☎220-2302（9/16締切、多数時抽選）

エコ・スイーツ 検索

キゴ山石窯ピザづくり
9月25日（日）10:00～12:30、13:30～16:00
市内在住の親子　各4組　500円/人
メールにイベント名、住所、全員の氏名、電話番号、
希望の時間帯を明記    fureai@city.kanazawa.lg.jp
キゴ山ふれあい研修センター　☎229-0583（9/14必着、多数時抽選）

市場見学と料理教室　参加者募集
10月8日（土）8:50～12:00　
市内在住の小中学生と保護者　6組（1組3人まで）　500円/人
金沢市電子申請サービスで申込み（住所、参加者全員の氏名、
電話番号、メールアドレス、生年月日（保険のため）を明記）
中央卸売市場事務局　
☎220-2711（9/20締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

日時 内容 場所・問い合わせ先

室生犀星記念館
☎245-1108（火曜休み）
（9/8　9:30～受付、申込み順）

金沢くらしの博物館
☎222-5740（申込み順）

中村記念美術館
☎221-0751

泉鏡花記念館
☎222-1025
金沢縄文ワールド
☎269-2451

金沢能楽美術館
☎220-2790
近江町交流プラザ
☎260-6722
（9/16締切、多数時抽選）

千寿閣
☎222-0008

石川県自然解説員研究会
☎090-8262-7099（奥名）

金沢湯涌江戸村
☎235-1267（火曜休み）

安江金箔工芸館
☎251-8950（火曜休み）
寺島蔵人邸
☎224-2789（火曜休み）

札幌ハムプロジェクト　金沢公演『象に釘』
石黒ビル地下（尾張町1-10-5）　40人
一般2,000円（22歳以下1,000円）
色鮮やかな天然大理石を使ったモザイクアート体験！
長遠山本長寺（野町1-2-8）　各回16人
一般1,000円（22歳以下500円）
おもしろ野外活動「大昔の犀川にタイムスリップ！」
犀川大桑貝殻橋付近　小学5年生～中学生　12人　300円
子ども科学スタジオ「クッツキムシをさがそう」
キゴ山ビジターハウス周辺
年長児～小学2年生と保護者 各16組(2人1組) 　100円

金沢湯涌みどりの里
☎235-8033
（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）

9/24（土）
18:00～20:00

10/1（土）
14:00～16:00

10/2（日）
10:15～11:15

10/2（日）
11:00～13:30

10/8（土）
13:30、16:30

10/8（土）
9:30～11:30
10/8（土）
10:30～12:00、
14:00～15:30

9/9（金）、
 10（土）
14:00～14:50

10/7（金）19:30
10/8（土）14:00、18:00
10/9（日）14:00

9/10（土）
10:30～14:30
9/10（土）、11（日）
10:00～16:00
9/11（日）
9:00～14:00
9/17（土）
11:00～、14:00～
9/18（日）
10:00～16:00

②かなざわスポーツフェスティバル2022　参加者募集
市総合体育館

9/7（水）～
　11/28（月）

10/8（土）～
　      10（月）

金沢子ども科学財団
☎221‐2061
（9/28締切、多数時抽選）
HPから申込み、詳しくは、

日時 内容 場所・問い合わせ先

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
☎247-3031
（11:00～Webで受付、申込み順）

金沢湯涌創作の森（火曜休み）
☎235-1116（申込み順）

かなざわスポーツねっと 検索

金沢ナイトミュージアム 検索

市スポーツ事業団
☎247-9019
（②10/5締切）
申込み方法など、詳しくは

第５回企画展建築フォーラム1
「木で創るー伝統木造の蓄積ー」
40人　1,000円
萩原朔美氏講演会「言葉の素顔を見てみたい」
－朔太郎、犀星の詩語について－
市文化ホール3階大会議室　100人
10月「写謡の会」（演目：六浦・絃上）　参加者募集
30人  500円と観覧料310円
おやこの伝統食教室（料理教室）
市内の小学3年生～6年生と保護者　6組
詳しくは、

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
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～」
市女性センター　市内在住・在勤の傷つき経験のある女性　10人

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

企画展「浦上玉堂と寺島蔵人」
入館料310円
ギャラリートーク　「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
バルーンアート教室
20人　材料がなくなり次第終了
染講座「ウルシ染め」
3人　6,500円
医王山大池自然観察会ー晩夏ー
集合：医王山ビジターセンター
ギャラリートーク　「明治大正のファッションと竹久夢二」
各回10人　観覧料310円
江戸からくり
入園料310円　※昼休憩1時間あり

金沢美術工芸大学院生　木彫作品　展覧会
「穏やかな場所をさがして」

第1・3木曜
14:00～16:00
第4木曜
14:：00～16:00

9/3～17の土曜
9/19～25の土日祝
10:00～11:30、13:30～15:00
9/7（水）～23（金）
9:30～17:00

展示替えのため
　　　9/12（月）～16（金）は休館します
展示替えのため
　　　9/13（火）～16（金）は休館します

金沢ナイトミュージアム2022
金沢芸術創造財団
☎223-9898
（申込み順）
申込み方法など、詳しくは

①転ばん元気な体づくり教室（各4回）
10/4～25の火曜
10/6～27の木曜

10:15～11:45　市総合体育館
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

近江町交流プラザ 検索

【問い合わせ先】 企画調整課　☎220-2031　FAX264-2535　　 kikaku@city.kanazawa.lg.jp【問い合わせ先】 市民課　☎220-2150　FAX224-2163
10年後の金沢を考える 検索詳しくは、

各回20人

いずれも13：15～17：00
（13：00～受付）

市内に在住または通勤・通学されている18歳以上の方
申込みフォーム、メール、FAXなどでお申込みください（9月26日締切）

金沢未来のまち創造館（野町3-11-1）

金沢市の新たな都市像の策定に向けて、個別のテーマを設定した市民参加型のワークショップを開催します。
マイナンバーカード普及促進策を拡充します

定　　　員

10/15（土）
11/13（日）
12/17（土）
1/21（土）
2/25（土）

開催日・テーマ

会　　　場
対　　　象
申込み方法

時　　　間暮らしづくり（福祉、環境、コミュニティ、安全・安心）
人づくり（子育て、教育、生涯学習）
魅力づくり（文化・芸術、観光）
仕事づくり（新事業創出、産業振興）
都市づくり（都市基盤、交通）

1 2

3

商業施設での出張申請コーナーの開設 マイナポイント申請支援専用窓口の開設

市立図書館での出張申請コーナーの開設

会 場 市役所第一本庁舎 新館１階 特設コーナー

9月10日（土）～来年2月26日（日）
毎週土・日曜11:00～17:00
（12月31日（土）～1月3日（火）は休業）

(1)片町きらら　1階特設コーナー
　 （片町2-2-2）
(2)アル・プラザ金沢店　１階特設コーナー
　 （諸江町30-1）

・玉 川 図 書 館 ９月７日（水）、８日（木）
・金沢海みらい図書館　９月12日（月）、13日（火）
・泉 野 図 書 館 ９月15日（木）、16日（金）
いずれも10:00～17:00

9月1日（木）～来年２月28日（火）
（平日9:00～17:45）12月31日（土）～１月３日（火）は休業

期 間
会 場

期 間

▼申込みフォーム



詳しくは、

●新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントを中止する場合があります。 詳しくは、ホームページをご確認ください。

市埋蔵文化財センター
☎269-2451

市埋蔵文化財センター
☎269-2451

市埋蔵文化財センター
☎269-2451

日本遺産
イベント名 日時 定員 申込み・問い合わせ先

石川中央都市圏歴史遺産活用連絡会　
  北前船寄港地探訪バスツアー 10月１日（土）13:00～17:00

11月13日（日）10:00～16：00

11月５日（土）13：30～16：30

10月８日（土）10:00～12:00

10月２日（日）10:00～16:00金石と粟崎町の歴史散策

北前船の足跡をたどる IN 大野町

北前船講演会「北前船が遺したもの」

金沢市指定文化財・ふね遺産・日本遺産
粟崎八幡神社絵馬一般公開

文化財保護課
☎220-2469

文化財保護課
☎220-2469

40人（申込み順）
※入館料　800円

50人（申込み順）

20人（申込み順）

20人（申込み順）

|

歴史都市推進課
☎220-2208

市埋蔵文化財センター
☎269-2451

金沢職人大学校
☎265-8311

国史跡辰巳用水探訪会

寺町台地区石造物探訪会

武士地の移り変わり in 長町

坂道ウォーク！寺町台歴史探訪会

歴史都市金沢の町家庭園探訪2022

探訪会
イベント名 日時 定員 申込み・問い合わせ先

11月 3 日（木） 10:00～12:00

10月23日（日）13：30～15：30

10月16日（日） 9:00～12:00 文化財保護課
☎220-2469

文化財保護課
☎220-2469

祝・浅野川大橋100周年　
”浅野川七つ橋渡り”をナゾる 10月10日（月）10:00～12:00 文化財保護課

☎220-246920人（申込み順）

20人（申込み順）

40人（申込み順）

10月10日（月）13:00～16:30石川中央都市圏歴史遺産活用連絡会
「北国街道倶利伽羅峠道」を歩こう

津幡町生涯教育課
☎288-212530人（申込み順）

11月 5 日（土） 10：00～12：00 30人（申込み順）

20人（申込み順）

11月12日（土） 10：00～11：00 ４会場　各10人
（多数時抽選）

歴史都市推進課
☎220-2208

市埋蔵文化財センター
☎269-2451

古代の鏡を作ろう！

あじろ編みでミニ敷きものをつくろう

こども向け
イベント名 日時 定員 申込み・問い合わせ先

祝・浅野川大橋100周年　
【子ども探偵】卯辰山ろくの歴史探検ツアー 10月15日（土）9:30～11:30

11月19日（土）9：30～12：00

11月12日（土）13：00～15：40

11月 6日（日）9:30～16:00
※材料がなくなり次第終了

10月15日（土）
①10：00～11：30　②13:30～15:00

  松根城探訪会
　クイズで楽しく山城を知ろう！　

こども歴史探検隊
～チャレンジ！遺跡体験発掘 S3～

小学４年生～中学生20人（申込み順）
※小学生は保護者同伴

親子10組20人（申込み順）

各回８人（申込み順）
※小学４年生以下は保護者同伴

|

小学生～高校生20人（申込み順）
※小学生は保護者同伴

市埋蔵文化財センター
☎269-2451

金沢湯涌江戸村
☎235-1267医王山麓伝承踊り共演会

第２回　金沢の伝承芸能共演会

加賀万歳上演会

加賀獅子頭展示会

無形民俗文化財
イベント名 日時 定員 申込み・問い合わせ先

10月２日（日）11:00～11:30

10月30日（日）～11月5日（土）9:00～20：00
※最終日は15:00まで

10月16日（日）13：30～14：30

10月８日（土）13:30～15:30 文化財保護課
☎220-2469
金沢能楽美術館
☎220-279040人（申込み順）

|
|

|

西村幸夫町並み塾実行委員会
事務局      ☎243-8281
市埋蔵文化財センター
☎269-2451

金沢工業大学・建築アーカイヴス
研究所        ☎248-8714

講演会ほか

  縁付金箔製造の魅力に迫る！
　～金沢城二ノ丸御殿と縁付金箔～　

市民ふるさと歴史研究会
鎌倉時代の武士館　～堅田館～

イベント名 日時 定員 申込み・問い合わせ先

10月15日（土）13:30～16:30

11月23日 （水）13：30～15：30

10月22日（土）13：00～17：20

10月17日（月）～27日(木)8：30～18：00金沢歴史的建造物関連資料
アーカイヴス・公開展示会

西村幸夫町並み塾 in 金沢

文化財保護課
☎220-2469

会場30人／
WEB50人（申込み順）

30人（申込み順）

30人（申込み順）

|

金沢歴史遺産探訪月間 検索

金沢歴史遺産探訪月間2022金沢歴史遺産探訪月間2022
10/1●→11/23●土 水

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

◆まいどさんの金沢クイズ（テレビ金沢）
　9月17日（土）11:40～11:45
　「日本酒の巻①」　

◆みまっし金沢（石川テレビ）　　　
  9月17日（土）17:25～17:30　　　 　
 「宇宙産業シンポジウム」

毎週火曜日掲載 令和4年9月13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！ ● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢 検索
@CityofKanazawa 検索

令和5年8月から国民健康保険の被保険者証と高齢受給者証を
一体化することに伴い、被保険者証の有効期限が変わります

（変更前）9月30日まで→（変更後）7月31日まで
新しい被保険者証は更新時期に郵送でお届けします
詳しくは同封のチラシをご覧ください
医療保険課　☎220-2256

宮﨑寒雉・礒慶太郎・橋本紗織 ─金沢の工芸三人展─
9/14（水）～25（日） 11:00～17:00　※最終日は16:00まで
金沢・クラフト広坂　☎265-3320

LGBT相談を行います
9月22日(木) 14:00～14:50、15:00～15:50
市民　各回1人　公認心理師による相談
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095(申込み順)

働きたい女性就職活動応援プロジェクト
「働きたい女性×企業マッチング交流会」

9月27日(火)第1部10:00～12:00、第2部14:00～16:00
県地場産業振興センター  就職・再就職を考えている女性　各30人
専用サイトまたは電話で申込み  ※託児あり(要予約)
アイ・アイ・ピー金沢　☎237-3925（9月26日締切、申込み順）
労働政策課　☎220-2199

健康づくりフェア
9月24日（土）10:00～15:00　金沢健康プラザ大手町
新しい生活様式下でのフレイル予防
金沢・健康を守る市民の会　☎222-0103

竹久夢二 HAPPY BIRTHDAY記念　
オリジナルグッズプレゼント             火曜休み

9月16日（金）　50人　観覧料310円
金沢湯涌夢二館　☎235-1112（当日先着順）

金沢料理職人塾市民講習会
9月28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）
甘えびと五郎島金時芋の蒸し物　ほか
講師:大衆割烹 店主 山本 康宏氏
金沢料理職人塾事務局　☎090-2373-0629（申込み順）

高峰譲吉没後100年展
「Try,Try Again !─二千五百年の歴史に於て初めての人─」

9/17(土)～11/20(日)　観覧料310円
金沢ふるさと偉人館　☎220-2474

企画展「浦上玉堂と寺島蔵人」ギャラリートーク 火曜休み
10月1日(土)13:30～14:30　20人　入館料310円
寺島蔵人邸　☎224-2789（9/14 9:30～受付、申込み順）

「堅田館跡展」が始まります
9/17(土)～12/11(日) 9:30～17:00  金沢縄文ワールド
市埋蔵文化財センター　☎269-2451

夜の朗読劇
「海みらい図書館でラジオ！じゅに・らじ」

10月1日（土）18:00～19:00　70人
閉館後の図書館で行うラジオ収録を模した朗読劇
金沢海みらい図書館　☎266-2011（10:00～受付、申込み順）企画展「鏡花本─物語る書物の世界」

9/17(土)～12/18(日)　観覧料310円
泉鏡花記念館　☎222-1025

市営住宅入居者募集（12月1日入居）
受付期間：9月28日（水）まで　※土日祝除く
【一般世帯向け】額新町、粟崎町、松寺町、緑、田上本町
【若年夫婦世帯・子育て世帯・ひとり親世帯向け】粟崎町
【高齢者世帯向け(生活援助員利用)】粟崎町
詳しくは、
市営住宅課（第一本庁舎4階）　☎220-2331

金沢市　市営住宅 検索

金沢能楽美術館の催し

9/17(土)～11/13(日)　観覧料310円

10/16（日）13:30～14:30  40人
金沢能楽美術館　☎220-2790（②申込み順）

①特別展「加賀宝生と中野家」

②加賀万歳上演会

金沢健康福祉財団の催し

9/20(火)、22(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）  5人程度 
スマートフォンの基礎知識、電子申請サービスの手続きなど

9/28(水)9:00～11:30  金沢健康プラザ大手町西館(集合・解散）
市民30人  卯辰山の望湖台めぐりなど（約5.0km）　100円
金沢健康福祉財団　☎222-0102（申込み順）

◆シニア向けスマートフォン活用講座（全2回）

◆健康ウオーキング「卯辰山ウオーキング」

千寿閣の催し

9/17（土）10:30～16:00（受付～15:00） ※材料がなくなり次第終了

9/20（火）14:00～16:00  9/22（木）10:00～12:00
市内在住の60歳以上の方および障害のある方　各回8人
千寿閣　☎222-0008（②9/14～受付、申込み順）

①手づくり工作教室 ～牛乳パックでびっくり箱づくり～

②「パソコンで絵を描こう」講座

医王山トレッキング　秋の三蛇ヶ滝
10月2日（日）9:00～15:30　医王の里オートキャンプ場
市民15人（初～中級者向け）　500円/人
はがき・メール・FAXで申込み
イベント名、住所、参加者の氏名(ふりがな)、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
 　　fureai@city.kanazawa.lg.jp
☎229-0583　FAX229-3489（9/20必着、多数時抽選）

畳縁の小物づくり　　　　　　　　火曜休み
9/18（日）10:00～16:00　※昼1時間休憩あり
1個200円～と入園料
金沢湯涌江戸村　☎235-1267

パソコン教室　受講生募集

10:00～12:00　各7人（3人以上で開講）
①入力ができる方　②③操作ができる方　④スマホ持参
①③9,600円＋テキスト代　②④3,200円
市シルバー人材センター　
☎222-2411（9月20日締切、申込み順）

回数日程
610/5～11/9の水曜

210/6、13の木曜
610/7～11/11の金曜

講座名

① ワード入門

② ズームを楽しもう
③ パワーポイント入門

210/20、27の木曜④ スマホでライン

市スポーツ事業団の催し

10月9日(日)13:30～16:30　市総合体育館  
小学4～6年生　60人　1,000円
バスケットボール、バドミントン、ハンドボールなど
8種目の競技からお好きな4種目を体験

10月10日(月)13:00～16:00　市総合体育館  
親子30組（1組3人まで）　1,000円／組
元ラグビー日本代表・齊藤祐也氏によるラグビー体験会
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　☎247-9018（10月5日締切）

かなざわスポーツねっと 検索

◆多種目スポーツ体験「スポだめし！」

◆ラグビー体験「カナラグ」

古布を使った保温調理器作り（裁縫）
10月13日（木）10:00～12:30  西部環境エネルギーセンター
市民15人　500円／人
環境政策課　☎220-2507（9:00～受付、申込み順）

金沢子ども科学財団の催し

10月15日（土）9:30～11:30　小学3年生　12人　300円

10月15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　
☎221-2061（10月5日締切、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「糸とプラスチック～高分子の合成～」

②子ども科学スタジオ「見分ける!作る!ドングリはかせになろう」

金沢ナイトミュージアム 検索

金沢ナイトミュージアム2022

①徳田秋聲記念館　②円長寺　③室生犀星記念館　④宝円寺
①②③20人　④40人
申込み方法など詳しくは、
①③観覧料310円　②300円　④1,500円
①②徳田秋聲記念館　☎251-4300（9/15～受付、申込み順）
③室生犀星記念館　　☎245-1108（9/15～受付、申込み順）
④金沢芸術創造財団　☎223-9898（申込み順）

演目日程
新内流し「あじゃり」19:00～19:30
新内流し「あじゃり」16:00～16:30
新内流し「あじゃり」17:00～18:00

時間

① 10/14(金)

② 10/15(土)
③ 10/15(土)

アフリカの楽器「ムビラ」の音楽ライブ17:30～19:00④ 10/15(土)

【問い合わせ先】 歩ける環境推進課　☎220-2371   FAX220-2048

in2022 金沢

★バス・ユニバーサルデザインタクシー展示＆乗車体験　
★自動運転車両の展示  ★交通事業者のグッズ販売
★ふらっとバスデジタルスタンプラリー
★親子のバス運転士体験講座　　
★SDGｓキッチンカー、野菜マルシェ
★自動車文庫、路上らくがき、路上芝生広場、木のおもちゃ
★金沢JAZZ STREET 2022特別演奏ステージ

まちなかへのお出かけは公共交通でまちなかへのお出かけは公共交通で

9/17土 10:00～16:009/17土 10:00～16:00
会場 市役所庁舎前広場など

▶当日は、広坂交差点から市役所前交差点までの市役所側道路は交通規制となり、歩行者とバス・タクシーの専用道路となります。
▶新型コロナウイルス感染症の感染状況や当日の天候状況などによっては、実施内容の変更や中止となる可能性があります。

まちなかにおける歩行者と公共交通優先のまちづくりを推進するため、
カーフリーデーイベントを開催！公共交通を体験できる

詳しくはこちら▶

車両通行止　9:00～17:00
トランジットモールのため広坂→市役所前の車道は
通行できません。（バス・タクシーを除く）

カーフリーデー
イベント会場
（市役所庁舎前広場） ★

イベントがいっぱい！



本展は、国立工芸館が所蔵する国内外の優れた工芸・デザイン作
品を中心に、あえて工芸と括らずに新しい視点でご紹介する展覧
会です。器からオブジェまで形状はさまざまですが、鑑賞者はジャ
ンルを気にすることなく、工芸素材とそれを活かす卓越した技術を
用いた幅広い表現に触れることができるでしょう。

【問い合わせ先】国立工芸館（出羽町３-２）　☎050-5541-8600 （ハローダイヤル）

観覧料

休館日
開館時間
会期 12月4日（日）まで

9:30～17:30（入館は17:00まで）
月曜日（ただし10月10日は開館）、
9月20日、10月11日
一般/300円　大学生/150円

無料観覧日 10月16日（日）［いしかわ文化の日］
11月３日（木・祝）［文化の日］

※高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方と付添者（1人）は無料

■主催:国立工芸館
オンラインによる事前予約もあります。詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。
ＵＲＬ：www.momat.go.jp/cg/
※お電話でのご予約はお受けしておりません。
詳しくは、国立工芸館 検索

ジャンルレス工芸展

青木千絵《BODY19-1 孤独の身体》2019年　提供：艸居

三輪龍氣生(龍作、十二代休雪)《愛の為に》1968年　
国立工芸館蔵　撮影：アローアートワークス ©2015

三島喜美代《Work-86-B》1986-87年　
国立工芸館蔵　撮影：エス・アンド・ティ  フォト ©2019

※いずれも消費税込

【申込み・問い合わせ先】 都市計画課　☎220-2351　FAX222-5119　　tokei@city.kanazawa.lg.jp

第2回「木の文化都市・金沢　ミライまちづくり」第2回「木の文化都市・金沢　ミライまちづくり」第2回「木の文化都市・金沢　ミライまちづくり」第2回「木の文化都市・金沢　ミライまちづくり」

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により開催内容を変更する場合があります。※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により開催内容を変更する場合があります。

木を活用したまちづくりについて学生が考えたアイデアを発表します

公開プレゼンテーション

●申込み方法
　電話、E-mailで下記まで申込みください。

まちなかの公共空間や、地域コミュニティなどの生活空間に、学生の想像力で「木」を取り入れ、憩いや賑わいの
創出につながる新たなまちづくりのアイデアを発表してもらいます。

日　時 10月8日（土）13:30～16:30
　　　　　　　　  （13:00開場予定）

石川県立図書館 1階  だんだん広場場　所

どなたでも入場できます（入場無料・定員50人）

テーマ 「“木”を取り入れた公共デザイン」

全6団体
　金沢工業大学
　金沢大学
　石川工業高等専門学校

出場団体

学  生  提  案  事  業

令和4年度　屋外広告物講習会
11月1日(火) 9:15～17:00  県地場産業振興センター
屋外広告業などに携わる方　30人　 2,500円
申込み方法など詳しくは、
景観政策課　☎220-2364(10/7必着、申込み順)

金沢市　屋外広告業 検索

10月15日(土) 10:00～11:30、12:00～13:30
長土塀青少年交流センター  市内在住の小学生と保護者 各回4組
ごみ減量推進課　☎220-2302 (10/3締切、申込み順)

楽しく学ぼう！ごみ減チャレンジ隊
第２回「減らそう生ごみ編」

KOGEIフェスタ！KOGEI体験　参加者募集
10月8日(土)～10日(月)  10:00～17:00   ※最終日15:00まで
しいのき迎賓館、しいのき緑地
詳しくは、
HPの申込みフォームから申込み
氏名、年齢、保護者氏名および付き添いの有無（小学生以
下の場合）、電話番号、メールアドレス、希望メニュー、希望
日時を明記　(株)ケイ・シイ・エス☎224-4141（申込み順）
クラフト政策推進課　☎220-2192

KOGEIフェスタ！ 検索

金沢勤労者プラザ　講座受講生募集

①6,300円 ②21,960円  ③3,300円  ④6,600円
金沢勤労者プラザ　☎221-7771(申込み順)

回数講座名

① 手作りパン
②

6土
木
土
火

はじめてのＷｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ
③
④

12

アイシングクッキー
6
3

曜日 時間期間

10/ 1 ～12/17 13:30～15:30
18:30～20:30
10:00～12:00
10:30～12:00

10/ 6 ～12/22
10/ 8 ～10/29
10/11～12/20水引アート

まち歩き「きずく×きづく　金沢建築館⇄鈴木大拙館」
①クラフト体験コース
　10/1(土) 13:00～16:00  10人　1,500円と体験料2,750円
②鈴木大拙館で朝の思索体験コース
　10/2(日) 8:00～11:00  20人 　1,500円
③カフェで開催ミニトークへの参加コース
　10/2(日) 13:00～16:00  10人　1,500円とコーヒー代550円
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館　☎247-3031
(9/21 11:00～WEBで受付、申込み順、火曜休み) 

9月28日(水) 12:10～12:50  市企業局本庁舎
金沢芸術創造財団　☎223-9898

まちなかコンサートVol.2　出張ランチタイムコンサート
弦楽四重奏　昼下がりの珈琲ブレイク

11月20日(日)まで 　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　
「Try,Try Again!－二千五百年の歴史に於て初めての人－」

道路灯および公園灯ＬＥＤ化に伴う調査を市内全域で行います
来年3月31日(金)まで
道路管理課　☎220-2321
緑と花の課　☎220-2356

金沢卯辰山工芸工房　学芸員募集（来年4月採用）
学芸員1人　　詳しくは、
金沢芸術創造財団　☎223-9888(11月4日必着)

金沢芸術創造財団 検索

「女性のための無料相談会」を開催します
10月1日(土) 10:00～16:00  金沢勤労者プラザ
市内在住、在勤、在学の女性　
弁護士など女性専門家が生活や仕事、家庭などの
悩みに対応します
一般社団法人石川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

市税の休日・夜間納付相談窓口を開設します
9月22日(木)17:45～20:00、25日(日)9:00～17:30
税務課(第一本庁舎2階)　☎220-2171・2172・2173

9月24日(土)～25日(日)　9:00～15:00
9月26日(月)～29日(木)  9:00～20:00
医療保険課(第一本庁舎1階)　☎220-2258

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の
納付相談特別窓口を開設します

杉山義治・杉山慶子の漆木工展
9月21日(水)～10月16日(日) 10:00～18:00
金沢・クラフト広坂　☎265-3320

地域密着型特別養護老人ホーム開設希望者説明会  参加者募集
9月28日(水)14:00～   第一本庁舎7階 第1委員会室
申込み方法など詳しくは、
介護保険課　☎220-2264  (9月26日締切)

金沢の介護保険 検索

市スポーツ事業団の催し

9/23(金) 9:00～12:00   西金沢テニスコート横　芝生広場

10/8(土) 10:00～12:00  市総合体育館  10人  1,000円

10/8(土) 10:00～15:30  市総合体育館　15人　1,500円

10/10(月) 13:30～15:00  市総合体育館  20人　500円
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　☎247-9019(②③④10/5締切)

かなざわスポーツねっと 検索

①テニスの日 ボレーボレー大会＆テニピン・テニス体験コーナー

②子どものスポーツ栄養メニューセミナー 参加者募集

③脳のコンディショニングセミナー 参加者募集

④ＡＧＥ測定＆健康づくりセミナー 参加者募集

ミニ観葉のこけ玉作り教室
市民12人　1,500円

開館20周年記念特別展
「前田土佐守家家祖 前田利政」
観覧料310円
※10/31(月)は開館、11月1日(火)は臨時休館
コンサート「モーツァルト室内楽の旅」
33人　1,000円
SP盤鑑賞会「時代を飾った歌物語」
33人　観覧料310円
SP盤鑑賞会「音盤の記憶」
33人　観覧料310円
SP盤鑑賞会「絵本と童謡のコラボレーション」
33人　500円
着物で記念撮影～秋編～
小学生以下  500円と観覧料310円　※火曜休み

①スタンプラリー
詳しくは、

②講演会「発酵とかぶら寿しのおはなし」
講師：四十萬谷本舗

文化財町家で新米の羽釜ごはん
10人  500円と入園料310円    ※火曜休み

思索体験プログラム
「旅・思索への誘い　菊水橋編」
30人 1,500円           ※火曜休み
宇宙産業シンポジウム　参加者募集
市文化ホール

キゴ山トレッキング 
市内在住の方 15人
はがき・メール・FAXで応募
（〒920-1107　小豆沢町ヲ4）
氏名、住所、電話番号、メールアドレスを明記

①おもしろ実験・観察教室
「ストローとクリップで高い構造物をつくろう」
小学4年生　12人　300円
②角間の里山自然探検　秋教室
小学3～6年生　20人　300円
③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
金沢こども料理塾・基礎コース（秋期全６回）
市内在住の小学３～６年生　12人
詳しくは、

展示替えのため9/26(月)～30(金)は休館します

展示替えのため9/26(月)～10/7(金)は休館します

展示替えのため9/26(月)～30(金)は休館します

金沢蓄音器館
☎232-3066
（9/21  10:00～受付、
申込み順、火曜休み）

近江町交流プラザ
☎260-6722
(9/30締切、多数時抽選)

キゴ山ふれあい研修センター
☎229-0583
(9/28必着、
　　多数時抽選）

千寿閣
☎222-0008 （申込み順）

中村記念美術館
☎221-0751

前田土佐守家資料館
☎233-1561

泉野図書館
☎280-2345
(②10/10締切、
　  多数時抽選)

金沢湯涌江戸村
☎235-1267
（9/21～受付、申込み順）
鈴木大拙館
☎221-8011
（9/24～受付、申込み順）
キゴ山ふれあい研修センター
☎229-1141 (申込み順)

安江金箔工芸館
☎251-8950（火曜休み）

金沢子ども科学財団
☎221-2061
(①10/5締切、
②③10/12締切、
　　多数時抽選）
HPから申込み、
詳しくは、

金沢くらしの博物館
☎222-5740（申込み順）

9月25日(日)
10:30～12:30

10/1(土)～
　　11/27(日)
9:30～17:00

10/1(土)
14:30～
10/8(土)
14:30～
10/15(土)
14:30～

10/22(土)
14:30～
10/2(日)、23(日)
両日とも9:30～

10/5(水)～
　 11/27(日)　

10/16(日)
14:00～15:30

10/8(土)
10:30～

10/8(土)
18:20～19:20

10/8(土)
13:00～17:15

10/9(日)
10:00～12:00
※雨天中止

10/22(土)
9:30～12:00

10/15(土)
9:30～11:30

10/22(土)
10:30～12:00、14:00～15:30
10/15～11/19の
土曜 13:00～14:40
※11/12は12:00～14:50

日時 内容 場所・問い合わせ先

金沢子ども科学財団 検索

金沢市図書館 検索

近江町交流プラザ 検索

スタンプラリー 『泉野図書館から てくてくさんぽ』

オミクロン株対応新型コロナワクチンの追加接種を9月28日（水）より開始します

【問い合わせ先】（平日9:00-17:45）
コロナワクチンコールセンター　☎213-5670

※接種券の交付（再交付）や接種証明書に関するお問合せは
ワクチン接種券・証明書ダイヤル　☎201-8315

■対象 ■接種方法

①３回目または４回目接種券をお持ちで、その接種をされていない方
　⇒お持ちの接種券で予約・接種　
　　　　　　　　　※紛失された方には申請により再交付します▶

②2回以上の接種が完了し、次回の接種券が届いていない方
　⇒前回接種した日から概ね５か月経過後に送付
　※ただし、これまで4回目接種の対象ではなかった60歳未満の方で、　　
　　既に5か月経過している方へは10月6日に発送（11日配達開始）

医療機関や市の集団接種会場などで
接種できます。（事前予約が必要）
（LINE、コールセンターでの予約は9月22日開始）

金沢市　ワクチン接種 検索

接種券の再交付申請方法、予約方法、
医療機関の一覧、
集団接種会場などの
詳細はこちら▶

2回以上の接種を完了し、前回接種から5か月経過した12歳以上の方
【接種券】

毎週火曜日掲載 令和4年9月20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



金沢市　後期高齢者医療 検索

【問い合わせ先】医療保険課　☎220-2256　FAX232-5644

後期高齢者医療保険制度についてのお知らせ
◆10月1日から、後期高齢者医療保険に加入している一定以上の所得がある
　方（3割負担の方を除く）は、医療費の窓口負担割合が２割負担となります
◆２割負担の開始に伴い、10月1日から有効の後期高齢者医療被保険者証を
　発送しています（有効期限：令和５年7月31日）
※有効期限切れの被保険者証は切断するなど、ご自身で破棄してください

詳しくは、

【問い合わせ先】 IMAGINE KANAZAWA2030推進会議（企画調整課） 
　　　　　　　 ☎220-2031　FAX264-2535

金沢ＳＤＧｓ 検索

新型コロナウイルス
感染拡大防止対策
●入場時に検温、手指の消毒を
　実施します。
●会場内ではマスクを着用し、
　人との距離を十分に確保して
　ください。

会場 市役所第二本庁舎

入場
無料
一部有料

入場
無料
一部有料

10月8日□
10:00-17:00

土

ＫＡＮＡＺＡＷＡ　ＳＤＧｓ　フェスタＫＡＮＡＺＡＷＡ　ＳＤＧｓ　フェスタ

※できるだけゴミを出さないイベントを目指し開催します。（買い物カゴや容器、タンブラ―などを是非お持ちください）
※会場内での飲食はできません。（すべてテイクアウトとなります）

詳しくは、

第二本庁舎１Ｆ

第二本庁舎2Ｆ

金沢ＳＤＧｓ広場

IMAGINE KANAZAWA2030パートナーズ

ＳＤＧｓ関連映画放映（11:00/13:00/15:00、500円）

ＳＤＧｓに取り組む様々なお店が出店
ＳＤＧｓ実践（金継ぎ、傘や家具の修理、洋服の再構築）、ワークショップ、ピアノ演奏

●パネル展示　●体験ブースなど　

『メイド・イン・バングラデシュ』

来年４月からの保育所・認定こども園の利用申込み期間は
10月3日（月）～24日（月）です

来年４月からの保育所・認定こども園の利用申込み期間は
10月3日（月）～24日（月）です

来年４月からの保育所・認定こども園の利用申込み期間は
10月3日（月）～24日（月）です

金沢子育てお役立ちウェブ 検索

本日から配布する利用案内や金沢市ホームページでご確認ください。
 利用案内および申請書類の配布場所
市内各保育所・認定こども園、保育幼稚園課、城北児童会館、
各福祉健康センター、各市民センター、教育プラザ富樫、
金沢駅こどもらんど、近江町交流プラザ
利用案内および申請書類のダウンロードは

・利用希望先施設は第２希望まで記入できます。（１号認定は第１希望まで）
・就労のため利用する場合は、保護者の就労状況などが確認できる事業主からの証明が必要です。
※就労以外の要件で利用を希望する場合は、申込みをする施設または保育幼稚園課までご相談ください。
※申請書類提出の際にマイナンバーを確認しますので、「個人番号カード」または、「通知カード」と
　「本人確認書類」をご持参ください。

①保育所・認定こども園を選ぶ

②希望する施設に教育・保育給付認定申請と利用申込みをする

内定結果は、来年１月中旬頃にお知らせします。

【問い合わせ先】　保育幼稚園課（第一本庁舎２階）　
☎220-2299　FAX220-2360 　　hoiku@city.kanazawa.lg.jp

申請はこちら▶

◆９月２９日（木）から保育所など入所にかかるオンライン相談窓口　   
　を開始します。希望される方は、「金沢市電子申請サービス」で予約
　してください。

金沢マラソン2022　交通規制のお知らせ
大会当日（10月30日（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

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9月27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！ ● ホームページ、facebook
● twitter、YouTube

いいね金沢 検索
@CityofKanazawa 検索

ラジオ広報テレビ広報

◆いいね金沢（北陸放送）
　10月1日（土）16:45～17:00
　「金沢で農業をはじめよう！
　～金沢農業大学校 研修生募集中～」

◆金沢コミュニティチャンネル
　（金沢ケーブル031ch）
　「食のコミュニティ
　　　　　　フードドライブ」

◆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～

医王山麓伝承踊り共演会
10月2日(日)11:00～11:30　入園料310円
二俣いやさか踊り、湯涌念仏踊り、戸室はんたの共演会
金沢湯涌江戸村　☎235-1267（火曜休み）

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－」

10月2日(日)14:00～14:20　観覧料310円
金沢湯涌夢二館　☎235-1112（火曜休み）

平成の百工比照－令和時代の収集と展開－
10/3(月)～12/23(金)の平日10:00～17:00 ※11/4除く
金沢美術工芸大学　美術工芸研究所　☎262-3519

10月の人権相談
  5日（水）13:00～16:00   戸板公民館
  7日（金）13:00～15:00   第一本庁舎2階
12日（水）13:00～16:00  野町公民館
19日（水）13:00～16:00  森本公民館
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095

学ぼう！フレイル予防
①運動A(運動編)　10月6日～27日の木曜、
②栄養編　10月7日(金）、③お口の機能編　10月12日(水)、
④運動B(身体活動編)　10月18日(火)、
⑤社会参加編　10月24日(月)　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
専門職講師によるフレイル予防の講話や実技　50円
金沢健康福祉財団　☎222-0102（申込み順）

まいどさんと歩く「金沢駅・東西広場と周辺寺社」
10月7日(金)10:00～12:00　
集合場所：石川県立音楽堂正面玄関前　30人
金沢市観光協会　☎232-5555（申込み順）

玉川こどもシアター　マジックロールを作ろう！
10月10日(月)13:30～15:00　小学生20人
玉川こども図書館　☎262-0415（10:00～受付、申込み順）

10/11(火)～11/17（木）は温水プール熱源供給停止のため
鳴和台市民体育会館(プール)を休業します

プール休業中も同施設内の体育館と会議室は営業
市スポーツ事業団　☎254-0020

展覧会解説講座
「前田土佐守家家祖　前田利政」

10月15日(土)、16日(日)、11月5日(土)、6日(日)
10：00～11：00、13:30～14:30　
各回10人  観覧料310円
前田土佐守家資料館　☎233-1561（申込み順）

緑の相談広場 ～緑と花の市民講座～
「親子でつくり・育てる　ミニ寄せ植え講座」

10月15日（土）13:30～15:00　
第一本庁舎エントランスホール
小学生以下の子と保護者　30組(2人1組)
緑と花の課　☎220-2356（10月7日締切、多数時抽選）

四季の庭園・音楽鑑賞会
「秋のヴァイオリンとチェロのコンサート」

10月22日（土）13:30～14:30、15：00～16：00
各回20人  500円
寺島蔵人邸　☎224-2789
（9/28　9：30～受付、申込み順、火曜休み）

ＬＧＢＴ相談
10月27日（木）14:00～14:50、15:00～15:50　
ダイバーシティ人権政策課　☎220-2095（申込み順）

親子収穫体験ツアーin河北潟
11月3日(木)　9:45～12:00　
河北潟干拓地内の農園および牧場　小学生と保護者　9組18人
小松菜の収穫体験と酪農体験ツアー
往復はがきに住所、全員の氏名、電話番号、学年を明記
〒929-0393　津幡町字加賀爪二3　津幡町産業振興課
（10月11日消印有効、多数時抽選）
農業水産振興課　☎220-2213

歴史都市金沢の町家庭園探訪2022
11月12日（土）10:00～11:00  
①西田家庭園玉泉園 700円、②成巽閣飛鶴庭 1,000円、
③西勝寺庭園 無料、④寺島蔵人邸庭園  310円
市内在住、在勤、在学の18歳以上の方　各10人
往復はがきに希望庭園名（第2希望まで）、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号を明記　
〒920-0046　大和町1-1金沢職人大学校　☎265-8311
（10月11日必着、多数時抽選）

パパママ　夫婦の絆で産後ケア（託児付き）
12月24日(土)　市総合体育館　
生後６カ月～未就園児の子をお持ちの夫婦　10組
申込み方法など詳しくは、
市スポーツ事業団　☎247-9019
（10/1～受付、10/10締切、多数時抽選）

かなざわスポーツねっと 検索

金沢ナイトミュージアム2022の催し

10/4(火)～7(金)10:00～20:00　※最終日は19:00まで
金沢21世紀美術館　シアター21

10/29(土)19:15～21:15（18:45開場）
戸板ホール（二口町ロ17）　30人　一般1,000円
申込み方法など詳しくは、
金沢芸術創造財団　☎223-9898（②申込み順）

金沢ナイトミュージアム 検索

①回転体と立体音響によるインスタレーション展示

②文化財の建物で映画鑑賞会！「A GHOST STORY」

韓国・全州市　第21回全州伝統工芸展

10/12(水)～16(日)10:00～18:00　※最終日は17：00まで

10/15(土)、16(日)11:00～12:30、13:30～15:00　各回10人
金沢21世紀美術館　市民ギャラリーB
国際交流課　☎220-2075（②申込み順）

①金沢市・全州市　姉妹都市提携20周年　第21回全州伝統工芸展

②韓紙工芸ワークショップ（小物入れ）

玉川図書館の催し

①石坂洋次郎著『婦人靴』
　10月16日（日）13:30～15:00　20人
②アゴタ・クリストフ著『悪童日記』
　11月20日（日）13:30～15:00  20人

10月20日（木）19：15～20：15　10人
玉川図書館　☎221-1960（10:00～受付、申込み順）

◆まちなか読書会

◆KANAZAWA本の森読書会『鴎外の恋　舞姫エリスの真実』

金沢子ども科学財団の催し

10月29日（土）9:30～11:30 
小学5年生～中学生 12人 300円

10月29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
（10/19締切、多数時抽選）

金沢子ども科学財団 検索

◆おもしろ実験・観察教室
　「プラコップをスピーカーに!～電磁気を利用して～」

◆子ども科学スタジオ「たこをつくってとばしてみよう」

金澤町家×陶芸
～町家を識る、香合を捏ねる～（全２回）

10/16（日）13:00～16:00、11/6（日）13：00～15：00
8人　※全2回参加できる方に限る  
町家のデザインを取り入れた「町家香合」の制作
金澤町家情報館　☎208-3231（10月10日締切、申込み順）

し つく

金沢市職員採用候補者試験（看護師）受付中
看護師（3回目）　5人
詳しくは、
人事課　☎220-2079

金沢市　採用試験 検索

金沢テクノパークNo.3、４
10/31（月）まで分譲予約の申込み期間を延長

詳しくは、
企業立地課　☎220-2225（申込み順）

金沢テクノパーク　分譲 検索

金沢21世紀美術館　学芸員など募集（来年4月採用）
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

スポーツ小説フェア2022
9月28日(水)～10月31日(月)　泉野図書館
スポーツを題材とした小説などの展示、貸出
市スポーツ事業団　☎247-9018

「Music Restaurant」ランチタイムコンサート
ゆうなぎクインテット　木管五重奏の世界

9/30(金)12:20～12:50　第二本庁舎エントランスホール
出演:ゆうなぎクインテット
金沢芸術創造財団　☎223-9898

金属工芸　加澤美照工房展～銀の飾り金具と加賀象嵌～
9月28日（水）～10月10日（月）11:00～17:00　
※最終日は16:00まで
金沢・クラフト広坂　☎265-3320

千寿閣の催し

10月1日(土)10:30～14:30　※材料がなくなり次第終了　20人

10月2日(日)10:30～　
市内在住の5歳～小学6年生と保護者　6組

10月9日(日)10:30～　
市内在住の小学4年生～中学3年生と保護者　6組
千寿閣　☎222-0008（②③申込み順）

①バルーンアート教室

②アートを楽しもう～葉っぱを使った絵～

③鉛筆デッサン教室

「泉鏡花記念館友の会」会員募集
10月1日（土）～31日（月）  年会費500円
招待券の配布や会員限定イベントなどの特典あり
泉鏡花記念館　☎222-1025（火曜休み）

湯涌みどりの里　そば打ち体験教室
10月1日～23日の土日祝日　※10月16日、22日除く
10:00～11:30、13:30～15:00　
市内在住の方　2,000円/組（2～4人）
金沢湯涌みどりの里　☎235-8033（火曜休み）

秋は金沢三文豪
～スタンプラリーでオリジナル記念品をもらおう～

10月1日(土)～11月6日(日)  各館の観覧料金
泉鏡花記念館、徳田秋聲記念館、室生犀星記念館
対象施設3館のスタンプを集めた方に豆メモ帳３点
セットをプレゼント　※なくなり次第終了
金沢文化振興財団　☎220-2190




