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     ２０１７年９月（長月）のおもな行事
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囲碁

囲碁

いこいの広場

民生委員・児童委員協議会定例会
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（午後：囲碁）
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（午後：囲碁）

子育てサロンすくすく　「ベビーマッサージ」
「消しゴム版画で年賀状づくり」

子育てサロンすくすく        「ぶどう狩り」

　会食：カレーライス

太鼓

囲碁

　　　　　　　

　

太鼓いこいの広場

子ども会連合会定例会

崎浦地区戦没者慰霊祭

敬老の日

秋分の日

崎浦地区社会体育大会

世代交流グランドゴルフ大会

「月見の会と抹茶を楽しむ」

「オレオレ詐欺」

立山信仰の里を訪ねて
～カルチャ―部～

～熟年学級～

　　

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

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！！

 

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～

１１日

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

子育てサロンすくすく

９月の予定

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

　

囲碁９月４日

囲碁
　  月見とお抹茶

　　毎回好評の
　　　　　　お抹茶です
　

２５日 囲碁

「ベビーマッサージ」
ベビーマッサージをすることで、赤ちゃんにとっては、新陳代謝が良くなり、
手足の血液循環も良くなります。

☆日　時：　９月２２日（金） 

☆場　所：　崎浦公民館　和室　

      １０：００ ～ １１：３０

☆定　員：　１５組　

☆持ち物：　バスタオル１枚

※申し込み締め切りは９月２０日（水）です。
　　　　　　　定員になり次第締め切ります。

「ぶどう狩り」
ぶどう園に親子で入ることができます。ぶどうのなっている様子を見たりして、
おいしそうなぶどうをひと房とることができます。皆さん来てくださいね！

☆日　時：　９月８日（金） 
      １０：００ ～ １１：３０

☆場　所：　パレット駐車場　１０時集合（西野ぶどう園）　

☆定　員：　３０名

☆参加費：　４００円　当日集金します。

☆持ち物：　帽子、長袖服、長ズボン着用

※申し込み締め切りは９月７日（木）です。
　　　　　　　定員になり次第締め切ります。

　　講師：　塚脇 京子さん　

　「ストップ振り込め詐欺」

　オレオレ詐欺に
　　　　　気をつけて

　講師：　　金沢中警察署
　　生活安全課係長

　　岩田 武文氏

　　　《要予約》

　　　《要予約》

　　カレー

　　　200円

《小雨決行》



金沢マラソン２０１７                 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丁目交差点に横断幕を作成する予定です。 
参加される方は町会名とお名前を公民館（☎ ２３１－６８５１）までお知らせ       
ください。  

『消しゴム版画で年賀状づくり』 
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？ 
 

 ● 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 １，０００円（彫刻刀とはがき１０枚含む） 
  ● 定 員 ３０ 名 
    ※申し込み締め切りは９月１５日（金）、定員になり次第締め切ります。 

《熟年学級》 

防災講座と犀川緑地散策 
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） 
 
◎日 時 １０月１７日（火曜日） １０：００～１５：００（集合時間 １０：００）  
◎集合場所 大桑防災拠点広場 
◎参加費 １，０００円（華正楼での食事代金を含む） 
◎定 員 ３５ 名 
◎服装など 歩きやすい服装 
   ※申し込み締め切りは１０月 ３日 （火）定員になり次第締め切ります。 
 

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。  



〈鶴寿会〉

〈視聴覚委員会〉

鶴寿会会員のみ

「能登演劇堂で観劇」
～能登食祭市場で各自昼食を楽しみ、能登演劇堂で “肝っ玉お母と子供たち” を観劇～

中秋の晴天のもと、戸室スポーツ広場でグランドゴルフを行いませんか？

◎日時　10 月 26 日（木曜日）
◎場所　能登演劇堂
◎時間

◎参加費　7500 円（食事代金含まない）　
◎定員　40 名

◎日時　10 月 12 日（木曜日）予備日 13 日（金曜日）小雨決行
◎場所　金沢市戸室スポーツ広場
◎時間　8:00～12:00
◎参加費　1000 円（食事代金含む）　

出発　公民館　11:30
　　　シメノドラッグ 11:40
　　　涌波 11:45

到着   20:30

※申し込み締め切り日は 9月 30 日（土）、定員になり次第締め切ります。
　各町会の鶴寿会役員まで参加費を添えて申し込みお願いします。

※申し込み締め切り日は 9月 21 日（木）、定員になり次第締め切ります。
　申し込みは公民館 TEL231-6851 天野まで。

北國新聞社・中日新聞社 後援

東部地区老人会

応募要項

『グランドゴルフ大会』

入　賞

★最優秀賞／ 1名（副賞）
★優秀賞／若干名（副賞）
★秀作賞／若干名（副賞）
★新人賞／若干名（副賞）
★参加賞／もれなく

切 り 取 り

※切り取ってご使用ください。また、必要事項を
記入した自作の応募用紙でも結構です。

画題

作品テーマ／「自由」

■出品サイズ／ワイド四ッ切

◎応募締切り日／平成 29 年 10 月 11 日（水）必着
◎応募方法および応募先／右記作品応募用紙に必要事項を記入の上、作品の裏面にセロテープで貼付して
　崎浦公民館まで。
◎応募点数／お一人様１点まで（ご自身で撮影されたもの）
◎展示／崎浦公民館「文化祭」にて。
　10 月 13 日（金）～11 月 5日（日）
◎表彰／崎浦公民館ホールにて。
　11 月 5日（日）午後１時 30 分～
◎入賞通知／電話またはハガキにて連絡します。

★撮影範囲は石川県内とし、応募資格は崎浦地区の方に限ります！！

※ネガカラー・リバーサルフィルム・デジタルカメラ別を問いません。

氏名

ふりがな

住所

電話番号

文化祭「写真コンテスト」作品募集！

作品応募用紙

又は四ッ切
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