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囲碁

いこいの広場

民生委員・児童委員協議会定例会

子育てサロンすくすく
　　　　　「水あそび（しゃぼん玉）」
　　　　　　　　
　

囲碁

太鼓

空手

囲碁

囲碁

空手
囲碁

納涼夏祭り・盆踊り大会

囲碁

山の日

囲碁

空手

囲碁
空手

（午後：囲碁） 太鼓

太鼓

囲碁
空手

第７２回
崎浦地区

　　

いこいの広場

教養講座「金沢の婚礼文化」　　
　　　　　　　　　　　～熟年学級～

いこいの広場
「福祉カフェ」

（午後：囲碁）

（午後：囲碁）

休

社会体育大会
　９月２４日（日）　●南小立野小学校グラウンド
　　　　　　　　　　●開会式：午前９時

　　★予備日はありません

主催：崎浦公民館/共催：崎浦地区町会連合会/後援：北國新聞社

館

日

マレットゴルフ
～レクリエーション部～

2017 



≪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…崎浦公民館１Ｆ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～

２１日

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

子育てサロンすくすく

８月の予定

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

　

囲碁

月

８月７日

囲碁

　◇熱中症対策アレコレ
　　　　福祉相談

　「福祉カフェ」

　講  師： 金沢市地域包括
　　　　　支援センター
　　　　　みつくちしんまち職員　

　涼しいお部屋でお茶を
　　　飲みませんか！

２８日 囲碁

「水あそび（しゃぼん玉）」

親子で魚すくいや、しゃぼん玉をとばして、遊びましょうね！

☆日　時：　８月２５日（金） 

☆場　所：　崎浦公民館　駐車場　

      １０：００ ～ １１：３０

☆定　員：　２０組　

☆持ち物：　帽子、着替えの服、タオル。

※申し込み締め切りは８月２３日（水）です。
　　　　　　　定員になり次第締め切ります。

※小学生の子どもさん達はご遠慮下さい。
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☆日  時 ９月１０日 （日） 少雨実施 
        ８：３０ 集合 ９：００プレー開始 １２：００ 終了予定 
☆場  所 南小立野小学校グラウンド  
☆参加費 子ども 無料   大人 ２００円 
☆持ち物 帽子、水筒、タオル 
☆申込方法 崎浦公民館（TEL ２３１－６８５１）まで、 
         当日連絡できる代表者の電話番号もお知らせください。 
☆申し込み締め切り日 ８月２５日（金）  

《体育部・子ども会連合会》 

《レクリエーション部》 

          第 １１ 回 
世代交流グラウンドゴルフ大会 

子どもと大人の合同チームで対戦します 
初めての方でも大丈夫、係の方が優しく教えてくださいます 
チーム賞、個人賞、参加賞も用意しています！！ 

    秋のバスツアー 
                                                 あしくらじ 

『立山信仰の里・芦峅寺と宇奈月の歴史を巡る旅』 
                            ぬのばしかんじょうえ 

◇ 越中立山の女人救済布橋灌頂会の芦峅寺、参勤交代北国下街道・ 
                           あいもとはねばし 

        黒部の復元愛本刎橋見学と宇奈月温泉足湯体験ツアーです ◇ 

☆日   時  ９月１８日 （月曜日・祝日）  
☆集合場所  崎浦公民館 午前７時４５分 
☆出発・帰着時間  午前 ８時 から 午後 ６時 
☆行き先  立山博物館（展示館・遙望館）、雄山神社、教算坊、閻魔堂、布橋、うなづき     
        友学館、宇奈月温泉ほか、                        
☆参加費  ４，５００円 
☆定  員  ３０名 
☆食事の有無  昼食は日本料理海風亭（魚津市）です。 
☆持ち物  歩きやすい履物、服装で参加ください。 
☆申し込み締切日  ９月６日 （水曜日） または定員になり次第締め切ります。 
☆ご注意！  今回のツアーは、各訪問地での徒歩散策が多いのでご注意ください。 
☆講  師  石川県立歴史博物館学芸主幹  北 春千代 先生  

《カルチャー部》 

～ マレットゴルフ ～ 
森林の中でマレットゴルフを楽しみませんか！！ 

☆日  時  ８月２７日 （日） 現地集合： ９時半 スタート： １０時  
☆場  所  キゴ山キャンプ場マレットゴルフコース  
☆内容等  ゲームは１ラウンド ・ 雨天中止とします 
        用具の無い方はこちらで用意します。 
☆参加費  ５００円  （昼食代含む）     
☆定  員  ３０ 名 
☆服  装  軽装でおいで下さい 
※申し込みは公民館まで、定員になり次第締め切ります。   



『ストップ振り込め詐欺』

●　日  時　 9 月 22 日（金曜日）    13：00 ～ 15：00　

●　場  所　 崎浦公民館

●　講  師　　林　千賀子さん

●　参加費　 1000 円

●　定  員　 30 名

●　持ち物　彫刻刀（公民館でも用意します）　

◎日　時　　9 月 25 日（月曜日）　10：00 ～

◎場　所　　崎浦公民館　ホール　　　　　

◎講　師　　金沢中警察署　生活安全課　係長　岩田　武文氏　　

　

《 熟年学級 》

《 鶴寿会 》

※先日は公民館草取りボランティアに
ご参加いただきありがとうございました。

『消しゴム版画で年賀状づくり』

共催「いこいの広場」

教養講座　「金沢の婚礼文化」

昨年「香道の世界」をご講演くださった平木先生に金沢の古くからのしきたりや

毎年年賀状はどうされていますか？今年は手づくりの温かい新年のごあいさつを出しませんか？

文化についてお話しいただきます。当日は花嫁のれんや小物の紹介もあります。

金沢学院大学美術文化学部　　平木　孝志教授　（日本画家）

◎日　時
◎場　所

８月１８日（金曜日）　　　１０：００～１２：００
崎浦公民館　２Ｆホール

どなたでもお越しください！！

講師

●　日時： 8/２２（火） 1３:３0 ～（ ８/10（木）までにお申し込みください。）

  　　　

●　場所：崎浦公民館 　２F 研修室

※リースのほか、光触媒加工花のアレンジメント（3400 円）、プリザーブドフラワーのバスケット（4400 円）

も制作可能です。くわしくはお問い合わせください。

●　参加費： 2000円（材料費込み） 

             　☆持ち物／保冷剤、ハサミ、ペンチ、新聞紙、木工用ボンド、セロファンテープなど

お家にある保冷剤が芳香剤に変身！ひまわり、てまり草、ラズベリーなど（アートフラワー）、デンファレ（プリザーブドフラワー）、

ウッドビーズ、モール、貝を使ってオリジナルな作品に。ポップでかわいいリースを作りましょう♪

～香りのフラワーリース～
夏休みの工作に♪

私は大丈夫と思っていませんか！最新の振り込め詐欺の手口を

わかりやすく紹介。
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