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     ２０１８年６月（水無月）のおもな行事

(日)
(月)
(火）
(水)
(木)
(金）
(土）

(日)
(月)
(火）
(水)
(木)
(金）
(土）
(日)
(月)
(火）
(水)
(木)
(金）
(土）

(日)
(月)
(火）
(水)
(木)
(金）

(金）
(土） 囲碁

囲碁

空手

空手

囲碁

囲碁

空手
囲碁

囲碁

空手
囲碁

囲碁

囲碁

囲碁

太鼓

太鼓

太鼓

太鼓

いこいの広場

民生委員・児童委員協議会定例会

町対抗ソフトボール大会

子どもちょうちん行列

子ども会連合会定例会

いこいの広場

施設見学 ～熟年学級～

～レクレーション部～

～鶴寿会共催～

～グッドライフ部～

いこいの広場

いこいの広場

講演会

春のバスハイク

崎浦地区敬老会

「覚悟の日常を生きる」

（午後/囲碁）

（午後/囲碁）

（午後/囲碁）

（午後/囲碁）

「エプロンシアターを使って歯みがき教室」

「法話」

「七夕かざり」

「寄せ植え体験」

子育てサロンすくすく

子育てサロンすくすく

※詳細は改めてお知らせ致します。
公民館　おもな行事案内

◎盆踊り・夏祭り ８月５日(日）　　　崎浦公民館駐車場
　　　　　　　　  JAアグリセンター（ほがらか村）駐車場

◎社会体育大会 ９月３０日(日）　　南小立野小学校グラウンド

◎文化祭 １１月３日(土）・１１月４日（日）

平成３１年１月１２日(土）　ＡＭ10:00       本多の森ホール
      

◎成人式

２1010
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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～

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

子育てサロンすくすく

６月・７月上旬の予定

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

　

囲碁６月４日

　法 話

　

１８日

「歯みがき教室」
お子さんの歯のケアについて「どうしたらいいの？」
　　　

　　                  

１１日

2００円

　口腔ケアと簡単な体操で長生き　　

　
　

　　　　

囲碁

囲碁

囲碁

　

２５日

　　ピザ

　  　寄せ植え体験

☆日　時：　６月１５日（金）

☆場　所：　崎浦公民館　和室

☆講　師：　和田 未来子 さん

　　１０：００ ～ １１：３０

≪社会福祉協議会≫

 

　  庭のアクセントに可愛い一鉢

　　笑いヨガ講師・介護福祉士

　講師：森林組合センター職員　　　　　　　　

　『

 《要予約》　

おりひめ、ひこぼし、天の川などの七夕かざりを作ります。
できあがったものは、お家に持ち帰り、どうぞ飾ってくださいね。
　　　

「七夕かざり」

☆日　時：　６月２２日（金）
　　１０：００ ～ １１：３０

☆場　所：　崎浦公民館　和室

　　参加費：１０００円
　　定　員：１５名
　　持ち物：手袋  持ち帰り袋など

 《要予約》　

　講師：定舎寺ご住職
　　　　　　　　　　＜共催　鶴寿会＞

　  　笑いヨガ講座
　～笑いは元気に長生きする特効薬～
　　　　　　　　　講師：尾角 健 氏　　　

　　介護予防運動指導員

７月２日 囲碁

囲碁９日 　講師：精田 紀代美 さん　　　
　　　　和田 未来子 さん　　　

　　＜共催　鶴寿会＞

　』

☆参加費：　１００円

☆参加費：　無料

☆定　員：　２０名

☆定　員：　なし

　　　　ピュアグループ歯科衛生士  ピュアかなざわ　　　

「何からしたらいいの？」
　　　そんな悩みはありませんか？  エプロンシアターを使った楽しい教室です。

　　　

　　　　　、ぜひ来てくださいね！　　みなさ～ん



講演会  
  テーマ「覚悟の日常を生きる」    
 

 皆さん、日頃どの様にお過ごしでしょうか。自分らしい生活を送るため 
 には日頃の心掛けが大切だと思います。気楽にご参加ください。 

☆日 時  ６月２１日 （木曜日） 午前１０時～１１時３０分  
☆場 所  崎浦公民館 ２階ホール 
☆講 師  一般社団法人 凪のいえ 西田まち子 理事長  
☆申し込み 公民館まで 
☆締め切り ６月１５日（金曜日） 
   

《グッドライフ部》 

     各委員会のご紹介 
 

       皆様の参加をお待ちしています 
   ご希望の方は、公民館事務局へお申し出ください 

花の委員会 
公民館に花を植えたりグリーンカーテンを設置したり、花の施設を訪ねたり 
するなど、学びながら楽しく作業が出来る委員会です。 
みんなで公民館をきれいにしましょう！！ 

視聴覚委員会 
当委員会は、ホームページの作成に力を入れて 
いきたいと思っています。また、写真撮影なども 
計画し、写真コンテストにも参加しています。 
教材発表のＤＶＤも作成しています。 
とにかく楽しく勉強しましょう！！ 

塩硝の道検証委員会 

塩硝の道検証委員会は地域のことを中心に歴史を 
勉強し、月１回の例会を行っています。 
身近な歴史の勉強は楽しいですよ！！ 

どなたでもご参加下さい。 



「熟年学級 施設見学」
◎日時　６月 12 日（火曜日）　9：00 集合 9：15 出発 ～16 : ０0
◎場所　白山総合車両所　能美市防災センター　　　
◎参加費　2,000 円 （食事代金含む） 　◎定員　40 名

《 熟年学級 》

北陸新幹線の車両所見学ツアーのあと、
防災センターで各種体験ができます。

※歩きやすい服装でご参加下さい。ヘルメットを着用します。
※申し込み締め切り日 5 月3０日（水）申し込みは公民館まで

ボランティア活動

いこいの広場と一緒に
参加して下さいね！

北國新聞社後援

学級生のみ「公民館周辺の草取り」

「法話を聴く」

『口腔ケアと簡単な体操で長生き』

＊日時　7月 6日（金曜日）　9:00 ～11:00

日ごろ利用している公民館の草取りをします。
軽食と飲み物を用意しますので事前にお申込み下さい。

お笑いライブをして頂けることになりました。
おもしろく楽しく笑いを交えた中で、長生きの秘訣を教えてもらいます。

※申し込み締め切り日 7 月2日（月）申し込みは公民館まで

◎日時　６月 25 日（月曜日）10:00～
◎場所　崎浦公民館和室
◎講師　定舎寺ご住職

◎日時　7月 9日（月曜日）10:15～11:30
◎場所　崎浦公民館 2F ホール
◎講師　精田紀代美さん
　　　　和田未来子さん（歯科衛生士） 《 鶴寿会 》

心落ち着く一時を過ごしませんか

いこいの広場と一緒に
参加して下さいね！
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