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     ２０１７年３月（弥生）のおもな行事
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子育てサロンすくすく
　「閉会式　みーちゃんとあそぼう」
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太鼓
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太鼓

～熟年学級～

民生委員・児童委員協議会定例会

　（午後：囲碁）

 

空手

立志のつどい

青少年健全育成協議会講演会
子ども会連合会定例会

いこいの広場
「介護相談員のお話」

会食・弁当

いこいの広場

空手

春分の日

平成２８年度総会のご案内

☆日時　３月18日(土）　午後7時から

☆場所　公民館ホール

公民館委員のみなさまへ

公民館総会

囲碁

「平成２８年度　閉級式」

金沢歴史探訪ｳｫｰｷﾝｸﾞ
～カルチャー部～

「高齢者の栄養・食事と病気について」
～鶴寿会～



≪社会福祉協議会≫

地域サロン「いこいの広場」
■６５歳以上の方ならどなたでもご参加ください
■会場…公民館和室
■毎週月曜日 ※内容によって開催時間が変わります

１０：００～１２：００ １２：００～ １３：３０～

２７日

phhttp://www2.spacelan.ne.jp/^saki-shk-1/

子育てサロンすくすく

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

１３日

      １０：００ ～ １１：３０

　

囲碁

囲碁

　お弁当

☆講　師　　野 村 里 美  さん

「閉会式　みーちゃんとあそぼう」

３月６日 囲碁

3月の予定

　介護相談員が

　講  師： 介護相談員　

３００円
　　　　　

要予約

    みーちゃん先生と、リズムに合わせて踊ったり
　 エプロンシアターを見たりと、盛り沢山のことをして下さいます。
    皆さん今年度最後となりますので来て下さいね。 

☆日　時　　３月１０日（金） 

☆場　所　　崎浦公民館　和室　

☆定　員　　３５名

※申し込み締切りは３月８日（水）です。
　　　　　　   公民館までお願いします。

　　　何でも！？　　　　

　お答えいたします

　　　　　林　勇三 さん　

☆参加費　　１００円（親子） 軽食を
用意しています



   

☆ 日   時 ３月１６日（木曜日） 出発 １１：００～ （公民館前） 
☆ 場   所 ディスティーノ  金沢市泉野出町２－３－６ ☏ ２８０－６８００ 
☆ 参加費 ２，５００円（食事代金を含む） 
☆ 定   員 ３５ 名 
☆ 申し込み締め切日 ３月６日（月曜日）または定員になり次第締め切り、 
              申し込みは公民館まで 

《 熟年学級 》 

「 平成２８年度 閉  級  式 」 

～ 郊外の落ち着いた結婚式場で美味しい食事をとり 
           一年間の活動を振り返りましょう ～ 

広報部は、公民館と皆様を繋ぐ重要な活動をしています。 
簡単な文章の作成やパソコンの操作等の内容ですが、 
ご協力を頂ける方を求めています。           
事務局（崎浦公民館 ℡ 231-6851）まで、ご連絡下さい。 

広報部からのお願い！！ 

平成29年新春マージャン大会の結果！！ 
 

                     １月２９日の日曜日午前１０時より、 
                     崎浦公民館にて２８名の参加で行われました。 
                     入賞者は次の皆さんです。 
                        優   勝 細川俊男さん （三口新町） 
                        準優勝 山下勝廣さん （土 清 水 ） 
                        第三位 藤井 忠  さん （花 里）  

平成２９年２月１９日（日）金沢市文化ホールで行われた 

   第５４回 金沢市公民館大会 

     公民館フェア“楽 集”において        

以下の方々が金沢市公民館優良役職員・永年勤続役職員表彰を受けました。 
 

優良役職員表彰（金沢市長感謝状）     太田 進 
２５ 年 表 彰    石川 聡・笠松久幸・越見 正・作田芳久 
             土村由起夫・西野昌代・堀岡他美子 
２０ 年 表 彰    大坪寛子 
１５ 年 表 彰    笠松壽美子・杉本博人 
１０ 年 表 彰    梶 義則・作田清子・作田俊治・新田和恵   （敬称略） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMHI.IC1VnXgA3k2U3uV7/SIG=11v26sr8v/EXP=1429107134/**http:/www.wanpug.com/illust/illust1109.png


鶴寿会 会員募集！！ 健康教室、旅行、法話などいろいろ楽しい行事を計画中。
皆さんの参加をお待ちしています。

◎日時　3月 21 日（火曜日）10:00～11:00  11:00～役員会
◎場所　崎浦公民館
◎講師　泉野福祉健康センター　常田真理子　管理栄養士

《 鶴寿会 》

《 青少年健全育成協議会 》

公民館天野まで（２３１－６８５１）　　
○お名前　○町会名　○生年月日　○電話番号を申し添えて

☆60 歳以上の方ならどなたでも。　☆年会費　1000 円

「高齢者の栄養・食事と病気について」
～何を食べれば元気で長生きできるか～

どなたでもご参加ください。
栄養士さんの

わかりやすいお話です。

申込み方法

崎浦クラブメンバー募集！！
9人制のママさんバレーボールクラブです。

練習日 水曜日19：30～21：00

土曜日15：30～17：30

場所 南小立野小学校体育館

問い合わせ先 小林真樹子　090-9443-3880

バレーボール経験者大歓迎！
一緒に楽しく汗を流しませんか？

青少年健全育成協議会講演会

「こころの伝え方」 ～アサーションを学ぶ～

講師 金沢大学特任教授 八重澤美知子先生

◎日　時

◎場　所

３月１４日 （火）　　　午後７時～

崎浦公民館　　　大ホール

※当日、 駐車場が混むことが予想されますので公共機関をご利用ください！！

どなたでもご参加ください
アサーションとは、

　　「自分と相手を大切にする表現技法」 を意味します。
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