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囲碁

囲碁

「秋の小立野地区散策」

子ども会連合会定例会

いこいの広場・子育てサロンすくすく
　「バス遠足」　　　
　

いこいの広場
　「パズルで遊ぼう」　

空手

空手

太鼓

囲碁

囲碁

囲碁

囲碁
空手

～鶴寿会～

（午後：囲碁）

子育てサロンすくすく
　「りんご狩り」

防災講座と犀川緑地散策太鼓

太鼓

囲碁
空手

　　

平成２９年度
               崎浦公民館

文化祭
●日時/
　 １１月 ４日   ㈯　10：00～16：00
　 １１月 ５日   ㈰     10：00～15：00

太鼓

～熟年学級～

民生委員・児童委員協議会定例会

体育の日

いこいの広場
　（午後：囲碁）

駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください！！

 

金沢マラソン2017

全市一斉清掃デー

草むしりボランティア

囲碁

いこいの広場
　

いこいの広場
　

（午後：囲碁）

（午後：囲碁）

2017

～北國新聞社後援～



≪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～

１６日

http://www2.spacelan.ne.jp/～saki-shk-1/

子育てサロンすくすく

１０月の予定

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

　

囲碁１０月2日

　すくすくとバス遠足

 歩きやすい服装でご参加下さい。　

(詳細は子育てサロンすくすく参照)

３０日

「りんご狩り」
　小高い山に向かって歩いて行くと、一面のりんご畑が見えて来ます。
　わくわくしますョ！　さ～ みんなでりんご狩りに行きましょう。

☆日　時：　１０月２７日（金） 

☆場　所：　松田りんご園（辰巳丘グランドうら）現地集合　
      １０：００ ～ １１：３０

☆持ち物：　お茶、帽子。

※申し込み締め切りは１０月２６日（木）です。
　　　　　　　

「バス遠足」
大型バスに乗って動物園に行きます。ホワイトタイガー見て来ようね！
～いこいの広場の皆さんも参加してね～ ☆日　時：　１０月１３日（金） 

      公民館の駐車場が狭いので、公共交通機関をご利用して
　　　　来て下さるよう、よろしくお願いいたします。

　　いしかわ動物園　
　　　　　　（雨天の場合はふれあい昆虫館）　

☆定　員：　親子１５組

☆参加費：　６００円　当日集金します。

☆持ち物：　弁当、お茶、帽子。
※申し込み締め切りは１０月１１日（水）です。
　　　　　　　定員になり次第締め切ります。

２３日

　   秋の小立野周辺 散策
　　                   (小雨決行)

　　講師：塩硝の道 会員　

　　公民館に１０：００集合　

　　いろいろなパズルを
　　　　　　　　楽しんで下さい。

≪要予約≫　２０名まで

１３日 ≪要予約≫
（金）

　  　パズルで遊ぼう

　　「古事記を知る」　
　  　紙しばい

　　わかりやすいお話です。　

　　語り手：不破 大仁氏　

１１月６日

　雨天の場合は
　公民館で遊びます

公民館集合：９：３０　
　　　　出発時間　：９：４０　　帰着時間：１４：２０　

囲碁

囲碁

囲碁

囲碁

☆場　所：　　

☆参加費：　無料。



秋のバスハイク 
 

◎ 日   時  １１月１２日（日曜日） 
◎ 行   先  奈良国立博物館 第69回 正倉院展 
◎ 出発時間  ７：００ （崎浦公民館前） 
◎ 帰り時間  ２０：００ 予定 
◎ 参  加  費  ６，０００ 円 （食事代金を含まず） 
◎ 定    員  ４０ 名  
※ 申込期日  定員になり次第締め切ります。 
※ 歩きやすい履物、服装で参加ください。 

《体育部・子ども会》 

“ １０年ぶりの「羊の屏風」など全５８件（初出品９件）の 
                正倉院展を見に行こう ”   

《レクリェーション部》 

第１１回 世代交流グラウンドゴルフ大会 結果 

・子どもの部 個人賞      ・大人の部 個人賞   
１位 石津  紡              １位 笠松 久幸  
２位 木村 優月            ２位 釣見 進  
３位 山本 祐衣           ３位 山田 光男                    
４位 前島 健人          ４位 釣見 定雄 
５位 戸田 ほさな         ５位 西野 喜美子   
・チーム賞 
１位 Kid’s （釣見進、細川結衣、細川由樹、細川翔、今村吉行） 
２位 土清水最強 （木村哲也、木村優月、木村惇希、木村菜麻美、辻野輝夫） 
３位 ひまわり （久野潤美、久野美空、久野颯太、奥村博、西野喜美子） 
・とび賞 
 レミフラ （戸田あけみ、黒川真夕美、黒川楓音、岡田りりあ、戸田ほさな） 
・ブービー賞 

 トマトぶさいく （前島健人、前島悠人、前島彬人、佐々木みちのり、佐々木しおり）   

９月１０日、南小立野小学校グランドで熱戦が繰り広げられました。 

マレットゴルフ大会 結果 
８月２７日、キゴ山キャンプ場マレットゴルフコースで行われました 

１位 芝田 俊和  ２位 笠松 久幸  ３位 中川 義広    

 
第１２回 崎浦地区町会対抗 ソフトバレーボール 大会 

１１月１２日（日） 午前 ８：３０ 南小立野小学校体育館集合 
             ９：００ 試合開始 

開始時間  午前９：００～ 
参加資格  崎浦在住者で各町会選抜チーム（詳細は大会のお知らせをご覧ください）  
参  加  費   １チーム  ￥１，０００（当日集めます） 
申し込み   １１月７日（火）迄に崎浦公民館 (TEL231-6851) へ連絡ください。  
昼    食   有 （カレーライス） 
服装など   内履き・運動できる服装    《体育部》 

《レクリェーション部》 



〈熟年学級〉

〈鶴寿会〉

崎浦在住のランナーを応援します！！

山側環状線涌波トンネル・旭町３丁目交差点にて、横断幕を掲げて
応援する予定です。
参加される方は町会名とお名前を公民館（ TEL 231－6851 ）まで
お知らせください。

大桑防災拠点広場の見学と防災のお話を聞いたのち雪見橋から犀川緑地を散策し、
いしかわ子ども交流センターでプラネタリウムを見ます。（現地集合・現地解散）

～みんなで公民館周辺をきれいに！！～

◎日時　10 月 17 日（火曜日）10:00～15:00（集合 10:00）
◎場所　大桑防災拠点広場
◎参加費　1,000 円（華正楼での食事代金含む）
◎定員　35 名
◎服装　歩きやすい服装　

◎日時　11 月 17 日（金曜日）13:00～15:00
◎場所　崎浦公民館
◎講師　金沢大学附属病院　泌尿器科 助教授　重原一慶 先生　

◎日時　10 月 16 日（月曜日）9:00～
◎場所　崎浦公民館　
◎服装　作業のしやすい服装

※申し込み締め切り日は 10 月 3日（火）、定員になり次第締め切ります。

『防災講座と犀川緑地散策』

『 草むしりボランティア 』

「おしっこの病気と高齢化社会」健康講座
どなたでも
お越し下さい。

２０１７年　崎浦公民館文化祭

一般作品を募集しています

押し花、書道、手芸など…
公民館までご連絡よろしくお願いします！！

小雨決行

熟年学級生のみ
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