
　核の脅威に対して、核軍縮・不拡散という面からど

のように安全保障を維持していくべきか、県民の皆さ

まと共に考えます。

11月7日（日）　13:30～15:00
県本多の森庁舎第1会議室 (金沢市石引4-17-1)
講演「高まる北東アジアの核の脅威と日本」
～核軍縮・不拡散と抑止の可能性～
戸崎 洋史氏〈（公財）日本国際問題研究所 軍
縮・科学技術センター所長〉
会場50人、オンライン100人

※申し込み方法など詳しくは下記へ   【10/31（日）締切】
国際交流課　　　　 　　　TEL：076(225)1382

県民国際フォーラム（無料）

と　き
ところ
内　容

定 員

　ご自宅から参加できるオンライン婚活イベントです。石
川の「うまいもん」を楽しみながら素敵な出会いを見つけて
みませんか？ 

11月21日(日)　18:00～20:30
20～45歳の独身の方
30人（男女各15人）
3,000円（特産品代金、発送料）

※「いしかわ縁結びイベント」専用サイトの
　 会員登録が必要です。
　 詳しくは下記へ【11/10(水)締切】
いしかわ結婚支援センター　TEL:076（255）1535

と　き
対　象
定 員
参加費

Ⅰ期　50人（修業年限2年）
高等学校卒業（見込み）または卒業と同等以
上の資格を有する方
12月8日（水）9:00～
県立保育専門学園（金沢市泉1-3-63）
国語、音楽、面接
11月8日(月)～11月17日(水)【当日消印有効】

県立保育専門学園　          TEL:076(242)5185

募集人数
受験資格

試 験 日
試験会場
試験科目
願書受付

県行政庁舎8階少子化対策監室内(金沢市鞍月1-1)
月～金曜日(土日祝日、年末年始を除く) 
8:30～17:45
TEL:076(225)1495 / FAX:076(225)1423
メール：yuuseihogo@pref.ishikawa.lg.jp

※県内4保健福祉センターでも受付・相談を行っています
※詳しくは　

少子化対策監室　　　　　 TEL:076(225)1424

と こ ろ
受付時間

連 絡 先

　骨髄移植により、血液の難病（白血病、再生不良性貧
血、先天性免疫不全症など）から健康を取り戻すことのでき
る方がいます。骨髄バンクへのドナー登録にご協力ください。
(公財)日本骨髄バンク　https://www.jmdp.or.jp/
※ドナー登録は2mlの採血でできます(無料)。
　登録できるのは18～54歳の健康な方です。
※日本骨髄バンクのLINE公式アカウントがありますので、
　ぜひ友だち登録をお願いします。

健康推進課　　　　　　 　TEL:076(225)1448

10月は骨髄バンク推進月間です

　かすみ網や鳥もちを使用した野鳥の捕獲は法律で禁
止されています。密猟を発見した場合は、お近くの警察署
または県農林総合事務所までご連絡ください。

自然環境課　　　　　　 　TEL:076(225)1477

野鳥をとらないで！！

　起業に興味がある・起業間もない女性を対象とした

オンライン（Zoom使用）の研修会を実施します。

11月15日（月）10:00～12:30

※申し込み方法など
　詳しくは二次元コードから【11/10(水)締切】
(公財)いしかわ女性基金　 TEL:076（234）1112

女性起業家交流研修会（無料）

と　き

　国際ガラス展・漆展「特別展」において、ガラスや漆の
工芸体験を行います。
　

石川県政記念しいのき迎賓館
（金沢市広坂2-1-1）
1,500円

※申し込み方法など詳しくは二次元コードから
　【事前予約制、先着順】

（公財）石川県デザインセンター　TEL：076（267）0365

ガラス・漆の体験ワークショップ（要申込）

と こ ろ

参加費

　九谷焼の作り手になるための技術や知識を基礎から
学べます。

※願書の請求など詳しくは下記へ

県立九谷焼技術研修所　　 TEL:０７６１(５７）３３４０

石川の特産品deうまいもん婚（加賀編）

と　き
ところ

テーマ
講　師

講座｢考古学最前線」（無料）

　全国で唯一「挽物轆轤（ひきものろくろ）技術」と「漆芸
（しつげい）技術」を総合的に学べます。

※願書の請求など詳しくは下記へ

県立山中漆器産業技術センター  TEL:０７６１（７８）１６９６

県立山中漆器産業技術センター 
令和4年度研修生募集

県立輪島漆芸技術研修所
令和4年度研修生募集

県立九谷焼技術研修所
令和4年度研修生募集

旧優生保護法に基づく優生手術を
受けた方に対する一時金受付・相談窓口

県立保育専門学園「保育学科」
令和4年度学生募集

　｢蒔絵｣｢沈金｣｢きゅう漆｣など、漆芸に関する技術を学
べます。

※願書の請求など詳しくは下記へ

県立輪島漆芸技術研修所　TEL:0768(22)7000

　福祉の仕事に興味のある方ならどなたでも参加できる
小規模な職場説明会を開催します。ぜひお気軽にお越し
ください。

※履歴書不要、服装自由
※出展者や申し込み方法など
詳しくは二次元コードから

福サポいしかわ　　　　 　TEL:076（234）1151

福祉のお仕事グッドマッチング面談会（無料）

　大和王権との関わりによって社会が大きく変化した
古墳時代に生きる北陸（コシ）の豪族像について解説
します。

11月27日(土)　14：00～16：30
県地場産業振興センター新館
コンベンションホール（金沢市鞍月2-1）

「コシの古墳時代のはじまり」
橋本 博文氏(新潟大学名誉教授)

※往復はがきによる申し込みが必要です。
　詳しくは下記へ【11/17(水）締切】
県埋蔵文化財センター　　   TEL：076（229）4477

№2197　　令和3年10月27日　毎週水曜日掲載

【ほっと石川】
10月30日㈯   
PM5:15～5:30

【ぶんぶんセブン】
11月14日（日） 
AM7:00～7:30

      発熱などの症状が出たら
・出勤なども含めて外出を控え、かかりつけ医などの身近な医療機関に電話でご相談ください。 

・相談する医療機関に迷う場合には、下記センターに電話でご相談ください。

TEL：０１２０（５４０）００４（フリーダイヤル） 

石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター
２４時間対応(土日祝日含む)
※ワクチンの副反応に関する相談は９時～２１時で対応します。

!

会　場　県産業展示館4号館（金沢市袋畠町南193）

　　　　※JR金沢駅金沢港口（西口）から無料シャトルバス運行

対　象　接種日時点で12歳以上のすべての方

　　　　※接種券をお持ちの方のみ予約・接種が可能です

時　間　平日：14：00～17：00、19：00～21：00
　　　　土日：9：00～12：00、14：00～17：00

予　約　石川県公式LINEからのウェブ予約

　　　　https://ishikawa-vaccine.jp（県HPからアクセス可）

使用するワクチン：武田／モデルナ社製　※最新情報は県HPをご確認ください。

【お問い合わせ】

いしかわ県民ワクチン接種コールセンター

TEL:０１２０－９７７－５９２

年中無休　平日9:00～21:00

　　　　　土日9:00～17:00

※接種センターに関する一般的な
　問い合わせのみ

※コールセンターでの接種予約はできません

いしかわ県民
ワクチン接種センター 接種予約の受付は明日28日（木）までです。

予約は
こちらから
▶▶▶▶

県HP
▶▶▶▶

ワクチンの１回目接種は１０月３０日（土）で終了します。

区 　 分

定 　 員

願書受付期間

試 験 日

本 科（２年制）

１５人

R4.1.4(火)～1.21(金)

R4.1.30(日)

研究科（１年制）

１５人

11.24(水)～12.10(金)

R4.1.5(水)

実習科（１年制）

３０人

R4.1.7(金)～1.21(金)

R4.2.4(金)

区 　 分

定 　 員

願書受付期間

試 験 日

専門コース（２年制）

５人

基礎コース（２年制）

５人

11.1(月)～R4.1.11(火)

R4.2.1(火)

第1部

第2部

内　容

起業時のヒントになるミニセミナー

支援機関の紹介

先輩の体験談を交えたトークセッション

小グループでの質問・情報交換会

区 　 分

定 　 員

願書受付期間

試 験 日

普通研修課程（3年制）特別研修課程（2年制）

そ地科、きゅう漆科、蒔絵科、

沈金科　各5人以内
専修科　10人以内

R4.3.8(火)R4. 3.7(月)

12.9(木)～R4.2.9(水)

と　き

11/6(土) 13：00～15：00

11/23(火・祝) 13：00～15：00

ところ

七尾サンライフプラザ多目的ホール

野々市市文化会館フォルテ小ホール

と　き

11/6（土）、11/14（日）

11/7（日）、11/13（土）

内　容

ガラスのかけらで絵をかこう

漆でマーブリング

※各日3回、延べ12回実施

検 索輪島漆芸　研修所

検 索九谷焼　研修所

検 索石川県　旧優生保護法

検 索いしかわ埋文

検 索山中　ろくろ

〇日常生活では
　・マスク着用、手洗いなどの手指衛生、

　 「３つの密」の回避など、新しい生活様式の徹底を

〇会食の場面では
　・マスクなしでの会話は感染リスクを高めます。静かな会食を

　・大人数・長時間の会食は控えましょう

〇職場では
　・休憩室などでもマスク着用の徹底を

油断せず、感染対策の
徹底をお願いします。

―新型コロナウイルス感染症―


