
道路画像 ×

お願い
します。

冬の道路の安全・安心 道路状況
を

チェック！石川の雪みちナビで

通れないよ～

スタッドレス
タイヤに交換！

【冬期道路情報】 【道路画像】

県内各地の

道路画像や

積雪・気温情報が

確認できます。

路線名　金沢小松線

地点名　能美市辰口橋　アイコンをクリックし
て

道路状況をチェック！

　男性従業員が子育てに参加しやすい職場環境づくり
に積極的に取り組む企業を認定しています。
対　象　一般事業主行動計画を策定・届出し、県に登録した企業
認定企業のメリット
①認定書の交付　②県HPへの取組内容の掲載
③名刺や自社HP等に掲載できる専用ロゴマークの使用
　（令和3年2月完成予定）　④PRグッズの配付

※詳しくは

少子化対策監室　　　　　　TEL：076（225）1494

　留学やワーキングホリデーをご検討の方やそのご家族な
どを対象に、海外留学セミナー、個別相談会を実施します。
と　き　令和3年1月24日㈰ 13:30～16:00
　　　　※途中入退室可　
ところ　県国際交流センター 大研修室
　　　 （金沢市本町1-5-3 リファーレ4階）
※詳しくはホームページ内「協会からのお知らせ」をご覧ください

（公財）石川県国際交流協会　TEL：076（262）5932
https://www.ifie.or.jp

　石川県へのUIターンをお考えのご家族・お知り合いの
方に「いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）」
をご紹介ください！
　新規相談につながれば、ご紹介した方（抽選で100人）
及び、ご紹介された方（先着300人）に石川県の特産品
または2万円分の旅行券（相談者のみ）をプレゼント！

※紹介方法など詳しくは

地域振興課　　　　　  　TEL：076（225）1312

受付期間　12月9日㈬～令和3年1月15日㈮【当日消印有効】
　　　　　（土日祝、12月29日～31日は窓口受付不可） 
※願書は各保健福祉センターおよび下記で配布します
薬事衛生課　　　　　　  TEL：076（225）1443

　全国トップレベルの文化活動を実践している児童・生
徒の成果発表・作品展示をします！
と　き　12月13日㈰ 9：00～17：00　
ところ　県立音楽堂
内　容○ステージ発表（邦楽ホール 14:00～15:30頃）
　　　　トップレベルの文化活動を実践している県内の
　　　　小学生～高校生の演奏・発表！
　　　　分野：ピアノ、ヴァイオリン、吹奏楽（打楽器）、
　　　　　　  箏曲、三味線、洋舞（バレエ）、和太鼓
　　　　※観覧は要申し込み（12/11㈮まで）
　　　　※定員に達し次第受付終了
　　　　※空席ありの場合は当日参加可能
　　　○作品展示（交流ホール 9:00～17:00）
　　　　全国高等学校総合文化祭に出品された県内
　　　　の優秀な作品などを約40点展示！
　　　　分野：絵画、書道、写真、立体

※詳しくは、　

文化振興課　　　　　　  TEL：076（225）1371

対　　象　令和2年12月31日現在、調理師免許を有し、  
　　　　　 調理業務に従事されている方
届出用紙　（公社）石川県調理師会、
設置場所　石川県調理師会各ブロック、
　　　　　県健康推進課、各県保健福祉センター
提出期限　令和3年1月15日㈮
提 出 先  （公社）石川県調理師会（郵送、FAX可）
　　　　　〒921-8105　金沢市平和町1-3-1
　　　　　県平和町庁舎B館3階
　　　　　TEL：076（236）2012　FAX:076（236）2013

※詳しくは

※届出用紙は県ホームページからダウンロード可
健康推進課　　　　　　  TEL：076（225）1584

ところ　金沢勤労者プラザ（金沢市北安江3-2-20）
※このほかにも多数の講座があります。随時受け付けています。
※申し込み方法など詳しくは下記へ
金沢勤労者プラザ　　　  TEL：076（221）7771

ところ　県庁19階展望ロビー（金沢市鞍月1-1）
定　員　会場参加は各回50名（先着順）
※オンラインでの参加もできます。
※時間はいずれも14：00～16：00

※申し込み、詳細は

（公財）いしかわ農業総合支援機構　TEL：076（225）7621

出願期間　12月24日㈭～令和3年1月7日㈭
※インターネット（電子申請）は、12月21日㈪～令和3年1月4日㈪
申込先 （一財）消防試験研究センターTEL：076（264）4884
消防保安課　　　　　  　TEL：076（225）1481

と　き

ところ

　　　 学科試験
R3年2月3日㈬10:30～
県庁行政庁舎8階、11階会議室

（金沢市鞍月1-1）

　　　実技試験
R3年2月9日㈫10:00～
金沢勤労者プラザ

（金沢市北安江3-2-20）

　 講  座  名
いけ花（池坊）
歌謡
リフレッシュヨガ
優しい太極拳
始めようハーモニカ
いけ花（草月流・午後）
韓国語初・中級

      　 時 　 間
月
月
月
火

第2･4火
水
水

18:00～20:00
18:30～20:00
19:00～20:30
19:00～20:30
19:00～20:30
14:00～16:00
19:00～20:30

　　  受 講 料
3カ月10回   9,200円
3カ月10回 11,300円
3カ月12回 10,440円
3カ月9回     8,550円
3カ月6回     6,300円
3カ月6回     5,520円
3カ月11回   9,570円

　 と　き

R3.1.9㈯

R3.1.16㈯
R3.1.23㈯

R3.1.30㈯

R3.2.6㈯

　　　　  講　師
農菓プロジェクト
宮向 健也 氏、浅野 泰隆 氏

（株）林農産 林 浩陽 氏
数馬酒造（株） 数馬 嘉一郎 氏

（農）のとっこ
上野 誠治 氏、上野 朋子 氏
KSCエンターテインメント（株）
千口 成基 氏
JA金沢市加賀れんこん部会
北 博之 氏

（株）米澤農園 米澤 哲司 氏
（農）One 宮野 義隆 氏

　　　　　  内　容

未来につなぐ石川の食文化

農Tuberによる未来のコメづくり
農家さんとのパートナーシップによる酒蔵経営
日本一の菌床椎茸農家に
なるまで

映画
「種まく旅人
 ～華蓮のかがやき～」
製作の思いと、生産者との
トークセッション

　　 と　き
R3.2.7㈰
R3.2.28㈰
R3.3.6㈯/7㈰
R3.3.13㈯/14㈰

　　　　　　     と こ ろ
七尾サンライフプラザ（七尾市本府中町ヲ38）
日本航空学園（輪島市三井町洲衛9-27-7）
小松市民センター（小松市大島町丙42-3）
県地場産業振興センター（金沢市鞍月2-1）

石川県　調理師業務従事者届 検 索検 索

「石川県パパ子育て応援企業」募集中！

海外留学相談会（無料）

ILAC（アイラック）紹介キャンペーン！

令和2年度ふぐ処理資格者試験

いしかわジュニアアートステージ2020（無料）

就業している調理師は
2年ごとに現況の届け出が必要です！

令和2年度第4回危険物取扱者試験

いしかわ耕稼塾「開放セミナー」（無料）

きんぷらの募集講座

ILAC紹介キャンペーン 検 索検 索

いしかわジュニアアートステージ2020 検 索検 索

石川県パパ子育て応援企業認定 検 索検 索

いしかわ農業総合支援機構 検 索検 索

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/

【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
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ツイッター LINEインスタグラム LINE（新型コロナ）

№2152　　令和2年12月9日　毎週水曜日掲載

近日
放送

【ほっと石川】
12月12日㈯
PM5:15～5:30

【ぶんぶんセブン】
12月27日（日）
AM7:00～7:30


