
薬事衛生課　　　　　TEL:076(225)1442

　4月の第4日曜日は「いしかわ県民スポーツの日」
と　き　4月26日（日） 10:00～15:00
ところ　いしかわ総合スポーツセンター
　　　 （金沢市稚日野町北222）
内  容　東京オリンピック・パラリンピック競技体験や松本薫さん
　　　　はじめ、県ゆかりのアスリートによるトークイベントなど
※詳しくは下記へ
スポーツ振興課　　　　　TEL:076（225）1392

　豊かな自然の中、自家製の新鮮野菜を収穫できる喜び
を満喫できます。
期  間　4月1日（水）～令和3年3月31日（水）
　　　 ※希望により継続利用も可能
ところ　河北潟干拓地内２カ所（津幡町湖東463、525）
利用区画　1人3区画まで（１区画64㎡〈8m×8m〉）
利用料　3,500円（1区画／年）
栽培作物　野菜類、花き類
　　　　　（果樹などの永年性作物は栽培不可）
※駐車スペース、水やりのための水道設備があります
※申し込み方法など詳しくは下記へ

（一社）石川県農業開発公社　TEL:076（256）5112

　視覚障害者への情報提供のために、一般図書や資料
などを点訳または音訳する技術者を養成します。

対  象　 県内在住または在勤の18歳以上の方
※申し込み方法など詳しくは下記へ

（社福）石川県視覚障害者協会　TEL:076（222）8781

障害保健福祉課　　　　 TEL:076（225）1426

　自分のライフスタイルに合わせて、知識や経験を生かし
た「起業」を目指すあなたのための個別相談を実施します。
と　き　5月21日（木） ①10：00～、②13：00～
ところ　県女性センター（金沢市三社町1-44）
対  象　これから起業を目指したい方
※詳しくは下記へ【県女性センターへ要予約】
男女共同参画課　　　　　　TEL：076（225）1376

県女性センター　　　　　　TEL：076（234）1112

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/index/1.html

と　き　4月25日（土）13:30～15:00
ところ　県立生涯学習センター
　　　 （金沢市石引4-17-1）
定  員　小学生と保護者80人（抽選）
※申し込みは二次元バーコードから
　【4月3日（金）締切】
県立生涯学習センター　　　 TEL:076（223）9572

ところ　林業試験場樹木公園（白山市三宮町ホ1）
定  員　各20人（先着順、電話で受け付けます）
※詳しくは下記へ（ホームページにも掲載します）
農林総合研究センター林業試験場　TEL:076（272）0673

対  象　 中学校卒業年齢相当以上で、高等学校に在籍していない方
※経費など、詳しくは各学校または下記へ
学校指導課　　　　        　TEL:076（225）1828

　募金は各町内会や街頭での募金のほか、公共施設
等にも募金箱を設置しています。
　お寄せいただいた募金は、地域の緑化活動などに活
用されますので、ご協力お願いします。
募集期間　4月1日～5月31日、
　　　　　9月1日～10月31日
※詳しい募金方法は二次元バーコードから
　ご確認ください

（公財）石川県緑化推進委員会　  TEL:076（240）7075
森林管理課　　　　　　　　　  TEL:076（2２５）1642

　県立歴史博物館の活動にご協力いただく「れきはくボラ
ンティア」を募集します。
活動内容　・歴史体験ひろばでの歴史衣装の着付けや案内
　　　　　・広報活動（印刷物の配布活動）など
活動期間　［春季］4月20日(月)～6月19日（金）
　　　　　［秋季］9月14日(月)～11月13日（金）
　　　　　 ※土・日・祝日含む
対  象　 ・20歳以上の方
　　　  ・子どもたちと楽しく活動できる方
※申し込み方法など詳しくは下記へ【応募締切：4月10日(金)】
いしかわ赤レンガミュージアム　県立歴史博物館　TEL:076(262)3417

林業試験場樹木公園でのイベント（無料）

令和2年度 定時制・通信制高校 聴講生募集

「いしかわ県民スポーツの日」記念イベント（無料）

点訳・音訳ボランティア養成研修（無料）

４月１日から「緑の募金」運動がスタートします

令和２年度れきはくボランティア募集

女性のための起業チャレンジ相談窓口（無料）

　　　 

ところ

定員

とき

点 訳

5/20～11/4（毎週水曜）

音訳

5/15～11/6（毎週金曜）

13:30～15:30（全24回）

県視覚障害者情報文化センター（金沢市芳斉1-15-26）

20人 15人

学校名

加賀聖城（夜間）

小 松 北（夜間）

金沢中央（夜間）

金沢泉丘（通信）

　　　　　  開講科目

美術Ⅰ

陶芸、情報リテラシー

英会話、パソコン入門、
プレゼン入門、生涯スポーツ

国語総合、世界史Ｂ、数学Ⅰ、

生物基礎、体育、美術Ⅰ、簿記 、

コミュニケーション英語Ⅰ等 33科目

願書受付期間

4/2（木）～9（木）

4/2（木）～13（月）

4/9（木）～22（水）

4/1（水）～8（水）

申込先

TEL:0761（72）0297

TEL:0761（21）5321

TEL:076（243）2166

TEL:076（241）6424

野菜づくりをはじめてみませんか？
令和２年度「河北潟ふれあい農園」利用者募集中！

第1回ファミリー・カレッジ in 本多の森（無料）
「親子で楽しく歌って踊ろう」親子ミュージカル体験

献 血 にご 協 力 お 願 いしま す！

生涯学習センター 検 索検 索

石川県赤十字血液センター 検 索検 索

○桜講座
　桜の品種の特徴や開花時期の解説、樹木観察などを行います。
　と　き　4月12日（日） 10:00～12:00
○植物観察会
　公園内の植物（春花）の観察と解説を行います。
　と　き　4月19日（日） 10:00～12:00

〇献血ルーム　くらつき　   TEL:076(237)3745
〇献血ルーム ル・キューブ　TEL:076(220)1655
〇献血バス　運行スケジュールはホームページへ

次の施設で献血をすることができます。

※詳しくは

桜、春花のピークに合わせて、以下の観察会を実施します。

あなたの善意で多くの命が救われます。

もしもトラブルにあったら・・・

お住まいの市町等の消費生活センター（相談窓口）につながります。

（郵便番号をお聞きしますので、事前にご確認ください。）

または県消費生活支援センターまで

い や や　！

消費者ホットライン １８８

〒920-0968 金沢市幸町１２－１  石川県幸町庁舎3階

消費生活に関するトラブルについての相談は

TEL ０７６（２５５）２１２０

トラブルにあわないための講座や資料貸出の申込みは

TEL ０７６（２５５）２１５５

FAX ０７６（２５５）２３９７

平日 ９：００～１７：００、土曜 ９：００～１２：３０
（日曜・祝日・年末年始〈12/31～1/3〉を除く）

金沢駅から 路線バス１８番 東部車庫行き乗車、「幸町」下車

（所要時間約15分） 鱗町交差点近く

◎令和2年3月28日（土）まで、右記庁舎で業務を行っています。 〒920-8204 金沢市戸水2丁目30　TEL:076（267）6110　FAX:076（267）6109

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！

石川県消費生活支援センター 移転のお知らせ

アクセス

相 談 課

学習支援課

○一人ひとりが「交通ルールを守り、正しい

　交通マナーを実践する」ことを心掛け、

　かけがえのない命を大切にしましょう。

○今年の死亡事故の特徴

　・交差点や交差点付近で多く発生している

　・加害者が通勤・仕事中の事故が多く発生している

　・高齢者の方が多い

　・夜間（日没～日の出）に多く発生している

　・前方不注意や安全不確認等のちょっとした不注意に

　  よるものが多い

交通死亡事故が多発しています

令和２年３月３０日（月）から新庁舎で業務を開始します。電話番号等も変更となりますので、ご注意ください。

生活安全課　TEL:076（225）1387お問い合わせ

新庁舎

連絡先

開館時間

香林坊

片町

広坂

鱗町

しいのき迎賓館●
●兼六園

●県社会福祉会館

●県立図書館

幸町バス停
●

犀川大橋

金沢中警察署●

犀桜小学校●

金沢21世紀美術館●

P

生活安全課　TEL:076（225）1386お問い合わせ

石川県内では、今年に入ってから11人 の方が

交通事故 で亡くなっています。（3月9日現在）

　「マスクを無料で送付するとのメールが届いた」

「金の相場が上がると投資を勧誘された」といった

相談が寄せられています。

　心当たりのない送信元からのメールには反応

せず、怪しい勧誘はきっぱりと断りましょう。

県消費生活支援センター

（石川県幸町庁舎 ３階）

【ウイークリーいしかわ】
 毎週日曜　PM5:25～5:30

【石川ほっとニュース】
　毎週土曜　PM5:55～6:00

【県からのお知らせ】
　毎週火・金曜
　PM2:30ごろ（3分間）

【素敵にモーニング】
　毎週日曜　AM9:55～10:00

【ほっと石川】
3月21日㈯　PM5:00～5:30

「知事に聞く～令和2年度実質当初予算～」

【ぶんぶんセブン】
3月22日㈰　AM7:00～7:30

「北陸新幹線県内全線開通に向けて」

毎週金曜、お得で役に
立つ情報を配信！！
登録はこちらから

https://
ishikawa-
mmag.com
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「ほっと石川」

Twitter Instagram

№2114　　令和2年3月18日　毎週水曜日掲載

近日放送 近日放送


