
インフルエンザワクチン接種時期のご案内
　下記の方は、優先接種の対象者です。

◎65歳以上の方（定期接種対象者）、医療従事者、

　基礎疾患を有する方、妊婦、生後6カ月～小学

　校2年生

　（上記以外の方も接種できます）

※詳しくはお住いの市町までお問い合わせください。

令和2年度 はかりの定期検査

いしかわパパ子育て応援キャンペーン
「育児・家事シェアシート」の参加者募集
　家庭内の育児・家事の分担を夫婦で話し合い、取り
組む「育児・家事シェアシート」の参加者を募集します。父
親が育児・家事に取り組む様子の写真を一緒に応募す
ると入賞者にお買物券や特産品などの
賞品をプレゼント。ぜひご応募ください！
※応募方法など詳しくは下記HPまたは
右の2次元コードから【12月20日(日)締切】
https://www.ishikawa-papa.com

（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団　 TEL:076(255)1543

いしかわパープルリボンキャンペーン2020
　県は11月を「いしかわパープルリボンキャンペーン」
期間として、DVや性暴力等のない社会の実現に向け
た啓発を実施します。

○街頭キャンペーン

○女性に対する暴力をなくすためのシンポジウム
11月14日(土)　13:30～16:00
県女性センター大会議室(金沢市三社町1-44)

「若年層の性被害と支援～インターネットに潜む危険～」
橘 ジュン氏(NPO法人BONDプロジェクト代表)

※申し込み方法など詳しくは下記へ【定員40人(先着順)】
※パープルリボンツリーの設置やライトアップなども実施
男女共同参画課　　　        TEL:076（225）1378

公立学校石川 検 索検 索

　今年度対象の、中能登町・加賀市・能美市・川北町・能
登町・穴水町・羽咋市の定期検査は終了しましたが、以下
の日程でも、はかりの定期検査が受検可能です。
11月（輪島市）・12月（小松市）
検査日時及び検査場所等の詳細については、下記の連
絡先までお願いいたします。
計量検定所　　　　          TEL:076(254)5507

令和3年度公立学校共済組合職員募集

1人　
12月5日（土）
平成11年4月2日～平成15年4月1日生まれで
高校卒業程度の学力のある方
11月20日（金）必着

※申し込み方法など詳しくは下記へ
公立学校共済組合石川支部 TEL:076(225)1845

採用予定
試 験 日
受験資格

申込締切

令和3年2月5日(金)
県地場産業振興センター(金沢市鞍月2-1）
11月30日(月)～12月14日(月)

※実施案内および願書は11月16日(月)から配布予定
詳しくは最寄りの県保健福祉センターまたは下記へ
薬事衛生課 　　               TEL:076(225)1442
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/dokugeki/sikenannai.html

と　   き
と こ ろ
出願期間

毒物劇物取扱者試験

産業技術専門校の入校生（令和2年12月）募集

技術習得意欲・就職意志のある方で、公共職業
安定所長の受講あっせんを受けられる方

※応募方法など詳しくは小松産業技術専門校または最寄り
の公共職業安定所まで【11月10日(火)願書受付締切】
小松産業技術専門校     　  TEL：0761(44)1183

対　象

校　名
小松産業技術専門校
(小松市青路町130)

科目(訓練期間)
CADオペレーション科

(3カ月)

定員

5人

と　き
ところ
講 演
講 師

11月1日（日）11:00～12:00
11月8日（日）13:00～14:00

金沢駅もてなしドーム、片町きらら
香林坊アトリオ前

　11月14日は「世界糖尿病デー」です。この日にあわせて、
糖尿病の予防と知識に対する啓発のために、ブルーライトアッ
プを行います。この機会に糖尿病について考えてみませんか。

11月14日(土)～20日(金)
金沢城公園石川門 日没～22:00
しいのき迎賓館 　日没～22:00

健康推進課　　　　　　　 TEL:076(225)1437

世界糖尿病デー ブルーライトアップ

いしかわ食のてんこもりドライブスルー inクルーズターミナル

てんこもりナビ 検 索検 索

と　  き
ところ

　能登丼、かわきた味噌豚どんなどの石川の「地域おこし
ご当地グルメ」が一堂に会す食の祭典「てんこもりフェス
タ」を、今年はドライブスルー形式で実施します。

11月3日（火･祝）11:00～14:00（完売次第終了）
金沢港クルーズターミナル(金沢市無量寺町リ65)
ツアーバス・タクシー駐車場
いしかわ地域おこしご当地グルメ推進協議会

※詳しくは　
地域振興課　　　　　　　 TEL：076(225)1335

と　  き
ところ

主  催

第二看護学科(45人)、第三看護学科(40人)、
准看護学科（120人）※各学科推薦入学含む
〈第二看護学科〉高等学校卒業(見込み)または
同等以上の学力を有する方
〈第三看護学科〉高等学校を卒業している准看
護師(令和3年3月取得見込み含む）、中学校等
卒業し免許取得後3年以上の業務に従事した方
〈准看護学科〉中学校卒業(見込み)または同等
以上の学力を有する方

県立総合看護専門学校　　TEL:076(238)5877

県立総合看護専門学校学生募集（一般入試）

定　員

受験資格

試験日

願書受付

令和3年1月13日(水) 第二看護学科・第三看護学科
令和3年1月14日(木) 准看護学科

11月30日(月)～12月7日(月)

お問い合わせ   生活安全課　TEL：076(225)1386

B社返済
C社
返済A社

返済

D社返済

消費者
ホットライン

   188
い  や  や!

お住まいの市町等の消費生活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。）

県消費生活支援センター 　076（255）2120

その他
の

消費者

トラブ
ルに

ついて
は

消費者庁 

消費者ホットライン１８８

イメージキャラクター 「イヤヤン」

ご相談の際には、借入や返済に関する書類

や、月々の収入・支出額が分かるものなどを

準備いただくと相談がスムーズにできます。

国の「多重債務者相談強化キャンペーン2020」に合わせ、                                     弁護士・司法書士による無料の相談会を開催します。国の「多重債務者相談強化キャンペーン2020」に合わせ、                                     弁護士・司法書士による無料の相談会を開催します。

面接相談または電話相談 （予約の際にいずれかご希望をお伝えください。） 〈事前の予約が必要です(消費者相談：土日除き開催日の2日前まで)〉

11月15日(日)

11月16日(月)

11月17日(火)

11月18日(水)

11月19日(木)

11月20日(金)

9:30～12:30

13:30～16:30

9:30～12:30

13:30～16:30

9:30～12:30

13:30～16:30

9:30～12:30

13:30～16:30

9:30～12:30

13:30～16:30

金沢市近江町消費生活センター

TEL:076(232)0070

奥能登広域消費生活センター

TEL:0768(26)2307

志賀町商工観光課内

消費者相談窓口

TEL:0767(32)9341

能美市消費生活センター

TEL:0761(58)2248

津幡町消費生活センター

TEL:076(288)2104

日本司法支援センター

石川地方事務所（法テラス石川）

TEL:050(3383)5477

開催日時 相談会場 予約・お問い合わせ

金沢市近江町消費生活センター（※）
(金沢市青草町88　近江町いちば館5階）

奥能登広域消費生活センター（※）
（輪島市三井町洲衛10-11-1 奥能登行政センター4階）

志賀町役場本庁舎（※）
(羽咋郡志賀町末吉千古1-1）

能美市辰口福祉会館（※）
（能美市辰口町ヌ10）

津幡町消費生活センター（※）
（河北郡津幡町字加賀爪ニ3  津幡町役場内)

日本司法支援センター
石川地方事務所（法テラス石川）

（金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内）

金沢弁護士会

小松市役所

七尾市役所

日本司法支援センター（法テラス石川）
（収入等の利用条件あり）

財務省北陸財務局

日本貸金業協会石川県支部
  

NPO法人金沢あすなろ会

木 午後(小松・七尾）第1金 午後（珠洲）

                        第4金 午後（能登） 

　水    18:00～20:00 

月～金 10:00～16:00

第２・４ 金10:00～12:00

第２・４ 月13:30～16:00

月～金 9:00～21:00 土 9:00～17:00
面談相談 事前予約制  

月～金 9:00～12:00
        13:00～17:00

月～金 9:00～17:00

曜日・時間は電話にて要相談

TEL:076(221)0242

TEL:076（291)7070

TEL:076(292)8133（電話相談専用）

   
TEL:0761(24)8071

TEL:0767(53)1112

TEL:0570(078)374

TEL:076(292)7951

TEL:0570(051)051

TEL:076(262)3454

多重債務専門窓口 曜日/時間 予約・お問い合わせ

相談会以外でも下記窓口で多重債務に関する無料相談を行っています。
※窓口により無料相談回数に制限があります。お電話でご確認ください。

　（※）の会場では、中小事業者・個人事業者の方を

対象に経営指導員による相談も受け付けます。

　経営指導員による相談をご希望の場合は開催日

の4日前（土日除く）までに予約をしてください。

石川県司法書士会

（へるぷねっといしかわ）

借金でお困りの方を対象に

テ
レ
ビ
広
報

№2146　　令和2年10月28日　毎週水曜日掲載

【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

ラ
ジ
オ
広
報

公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ

ツイッター LINEインスタグラム

【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

【ほっと石川】

10月31日㈯   PM5:15～5:30

【ぶんぶんセブン】

11月15日（日） AM7:00～7:30

近日放送

消費者向け無料法律相談会を開催します


