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「ゆかたの着付けと茶道体験」

民生委員・児童委員協議会定例会

納涼夏祭り・盆踊り大会

いこいの広場

いこいの広場
「福祉カフェ」

～レクレーション部～

～熟年学級～

～鶴寿会～

山の日

いこいの広場
（午後/囲碁）

防災セミナー「災害ボランティア活動について」

マレットゴルフ

（午後/囲碁）

（午後/囲碁）

「水あそび（しゃぼん玉）」

「乗鞍スカイラインと
　平湯温泉」

子育てサロンすくすく

第７3回
崎浦地区

　　

社会体育大会
　９月30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
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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～

子育てサロンすくすく

８月・９月（上旬）
　　　　　の予定

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

　

８月６日

　

２７日

　　                  

２０日

　福祉カフェ

　
　

　　　　

囲碁

囲碁

囲碁

　

≪社会福祉協議会≫

 

ビニールプールに浮かべたスーパーボールをすくったり、
しゃぼん玉あそびをします。ぬれてもよい服装で参加して下さいね。

「水あそび」

☆日　時：　8月２4日（金）
　　１０：００ ～ １１：３０

☆場　所：　崎浦公民館

　「島田清次郎文学について」　

・講師：北口陽子相談員　　　

　　金沢市近江町消費生活センター

１０日 囲碁

　　・熟年学級と共催

　　・詳細は熟年学級のお知らせで

　お茶を飲みながら
　　　　　　お話を聞こう！!　　

☆持ち物：　お子さんのお着替えの服、
　　　　　　タオル、水分、帽子など

 《要予約》　

・地域包括支援センター　　

　　みつくちしんまち職員の方

９月３日

　講演会

囲碁

　お月見とお抹茶

予

告

※小学生の参加はご遠慮ください。

　  　「気をつけて
　　　　　今、はやりの詐欺」



☆日  時 ９月１６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３１日（金）  《体育部・子ども会連合会》 

《レクリエーション部》 

第 １２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 
       『立山信仰の里・芦峅寺（あしくらじ）と宇奈月（うなづき）の歴史を巡る旅』 

◇ 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・ 
               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９日 （日曜日） 午前 ８時００分～午後 ６時３０分（集合時間午前７時４５分） 
☆集合場所   崎浦公民館   
☆行  き  先  富山県立山町、滑川市、黒部市 
☆参加費・定員   ５，０００円 ・ ３５ 名 
☆申し込み期間  ８月１日（水）より、定員になり次第締め切ります。 
☆食事の有無     ほたるいかミュージアム「レストラン光彩」で昼食 
☆ご注意！          今回のツアーの訪問地では徒歩での散策が多いのでご留意ください。 
☆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１９日 （日） 雨天中止 １０時スタート  １ラウンド 
☆場  所 キゴ山キャンプ場マレットゴルフコース ９時半現地集合  
☆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。   

初めての方でも 
   どうぞ！！ 

防災セミナー 「災害ボランティア活動について」 
講義の後、ビニール袋で簡単な非常食作りを体験、試食します。 
また、避難所で役に立つ新聞紙の食器やスリッパも作成します。 

◎日時  ８月２３日（木曜日）  １０：００～１２：００  ◎場所  崎浦公民館 調理室 
◎講師  一般社団法人 石川県災害ボランティア協会  ◎定員  ３２ 名 
※申し込み締め切り日８月１０日（金） 申し込みは公民館まで 

《 熟年学級 》 
講演会 『島田清次郎文学について』 

「島清恋愛文学賞」をご存知ですか？ 
美川町出身の作家島田清次郎文学についてお話を聞きます。 

◎日時  ９月３日（月曜日） １０：００～１１：３０ 
◎場所  崎浦公民館 ２Ｆ ホール 
◎講師  金沢学院大学教授 （文学部文学科日本文学専攻）  水洞幸夫氏 
※申し込み締め切り日 ８月３１日（金） 申し込みは公民館まで 

いこいの広場共催 

どなたでもご参加ください 



〈鶴寿会〉

〈視聴覚委員会〉

「乗鞍スカイラインと平湯温泉」
夏の乗鞍スカイラインを走り、乗鞍畳平を散策。その後、平湯温泉で昼食と入浴を楽しみ、
光ミュージアムを見学する。

◎日時　８月２７日（月曜日）
◎場所　6:40 崎浦公民館出発～  6:50 笠舞シメノドラック向い～  7:00 涌波  18:00 帰着予定
◎定員　３５名
◎参加費　7,000 円（食事代金含む）　

※申し込み締め切り日は８月 16 日（木）、定員になり次第締め切ります。
　各町会鶴寿会役員まで会費を添えて申し込み下さい。
　なお、８/13～８/15 は公民館が夏期休暇のため閉っていますので、ご注意下さい。

応募要項

『金沢マラソン 2018』

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 又は四ッ切

◎応募締切り日／平成 30 年 10 月 11 日（木）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）
◎本展示／崎浦公民館「文化祭」にて
◎審査展示開始
　　　　10 月 12 日（金）～
◎表彰／崎浦公民館ホールにて。
　　　　11 月 4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

山側環状線涌波トンネルや旭町３丁目交差点に崎浦地区から参加されるランナーの
名前を入れた横断幕を掲げる予定です。「金沢マラソン 2018」にランナーとして
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。

崎浦公民館も を応援しています！！
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