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     ２０１８年９月（長月）のおもな行事

(土）

(日)
(土）

(日)
(月)
(火）
(水)
(木)
(金）
(土）

(木)
(金）
(土）

(日)
(月)
(火）
(水)
(木)
(金）

(月)
(火）
(水)

(土）
(日)

(日)
(月)
(火）
(水)
(木)
(金）

 September

囲碁

囲碁

囲碁

空手

囲碁

囲碁

空手

空手
囲碁

空手
囲碁

囲碁

囲碁

囲碁

太鼓
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立山信仰の里を訪ねて

民生委員・児童委員協議会定例会

子ども会連合会定例会

いこいの広場

いこいの広場

「島田清次郎の話」

「月見とお抹茶」

～カルチャー部～

～北國新聞社後援～

～熟年学級共催～

崎浦地区戦没者慰霊祭

世代交流グランドゴルフ大会

敬老の日

秋分の日

振替休日

（午後/囲碁）

（午後/囲碁）

「ぶどう狩り」

「ベビーマッサージ」
子育てサロンすくすく

子育てサロンすくすく

社会体育大会

　　

平成30年度
               崎浦公民館

文化祭 ●日時/
　 １１月３日  ㈯　10：00～16：00
　 １１月４日  ㈰     10：00～15：00

駐車場はございませんので公共機関をご利用ください！！

北國新聞社後援

　



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

９月の予定

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

　

９月３日
　

　　                  

１０日

　「お口の体操をしよう」

　
　

　　　　

囲碁

囲碁

　

≪社会福祉協議会≫

 

ぶどう畑を見学しながら、親子でとびっきりの一房をゲットして下さいね。

「ぶどう狩り」

☆日　時：　９月２８日（金）

　　１０：００ までに現地集合

※雨天時は崎浦公民館で敬老の日の
　プレゼント作りをします

　「島田清次郎文学について」　

月見団子とお抹茶を

楽しみませんか　　　

　　・熟年学級と共催

　　・詳細は熟年学級のお知らせで

 《要予約》　

地域包括支援センターみつくちしんまち　　

　講演会

　お月見とお抹茶

元パレットが工事中のために駐車スペースが
　　限られています。御注意下さい。

■６５歳以上の方ならどなたでもご参加ください

地域サロン「いきいき元気教室」

■会場 : 涌波会館　２階ホール

■日時 : 9月19日(水）　１３：３０ ～ 14:30

　講師：言語聴覚士
　　　　

☆参加費：　４００円（親子一組）当日集金します

☆定　員：　３０名　定員になりしだい締め切ります

☆持ち物：　長ソデ 長ズボン (長グツ）など
　　　　　　虫よけ対策をお願いします　　　

「ベビーマッサージ」

☆場　所：　崎浦公民館 和室

☆日　時：　９月１４日（金）

　　１０：００ ～ １１：３０

　講師：塚脇 京子 さん
　　　　

☆参加費：　無料

☆定　員：　１５名（１歳未満のお子さんとお母さん）

☆持ち物：　バスタオル １枚　　　

赤ちゃんをなでたり、さすったりすることは、赤ちゃんにとっても、お母さんに

とっても気持ちの良いものですね。母子のスキンシップの時間を楽しんでみませんか。

☆場　所：　西野ぶどう園（元パレット横）



《グッドライフ部》 

日 時  １０月１４日（日曜日） 午前 ９：００ 現地集合、現地解散 
スタート  午前 ９：３０ 
場 所  ラウンドワンスタジアム金沢 
     金沢市横川６－１２０－１ TEL 076-245-1850 
会 費  ５００円 （大人、小人共） シューズ含む 
参加資格 小学生以上（低学年は親御さんの同伴をお願いします） 
ゲーム   ２ゲームを行います 
 賞   大人・小人とも  優勝、２位、３位、ＢＢ賞、当日賞 
ハンデ   大人  女性のみ２０点のハンデ 
     小人  ハンデ無し   
定 員  ４０ 名 （定員になり次第締め切り） 
申し込み  ９月２５日（火）までに崎浦公民館へ申し込み下さい。 
その他  ＊申し込みには住所、氏名、年齢（学年も）、性別をお願いします。 
     ＊小人ガーター無しレーン希望の方は参加申し込み時に申請してください。 
     ＊家族でお申し込みの場合は、極力同じレーンとなるように致しますが、 
     人数の関係上違うレーンになる場合がありますのでご了承願います。 

ボーリング大会のお知らせ 

《 体  育  部 》 

押し寿司作り 
秋祭りに備えて牛乳の空き箱で簡単に押し寿司を作ってみたいと思います。 
                               ぜひご参加ください。尚空き箱は準備します。 

日 時  １０月１３日（土曜日） １０時～１２時 
場 所  調理室 
講 師  グッドライフ部員 
参加費  ５００円 当日集金します  
定 員  ２５ 名  
持ち物  エプロン・タオル 
申し込み締め切日  １０月 ３日（水曜日）または定員になり次第締め切り、 
          申し込みは公民館まで 

金沢歴史探訪ウォーキング『松尾芭蕉“奥の細道”』 

金沢ゆかりの地と句碑巡り（寺町編と東山編２日間） 

日 時  寺町編１０月１４日（日曜日） と 東山編１１月１１日（日） 
開始時間から解散時間  午前 ９時から正午 １２時 
行き先  寺町編 芭蕉の辻→旅館宮竹屋跡→願念寺→成学寺→松源庵跡→ 
         つば甚→長久寺→犀川芭蕉句碑 
     東山編 立花北枝住居跡→暮柳舎希因生家跡→宝泉寺→蓮昌寺→西養寺→心蓮社 
定 員  各日共 ２５名 
申し込み開始日  １０月１日（月）から申込受付 
      参加申し込みは１０月寺町、１１月東山いずれか１日でも、両日でも可能です  
講 師  観光ボランティアガイドまいどさん（カルチャー部員他） 
備 考  その他詳細は“さわやか崎浦 １０月号”により 

《 カルチャー部 》 

北國新聞社後援 

 北國新聞社後援 



〈熟年学級〉

「辰巳用水見学会と講演会」

「天然石でブレスレット作り」熟年学級生のみ

～普段は行けない国指定史跡辰巳用水の随道の中を見学した後、公民館で
  　　　　　　　「新しく公開された辰巳用水の絵図について」のお話を聞きます。～

金運・開運・厄除けなど、お好きな石やキッドを選んで、自分だけのブレスレットを作ります。

◎日　時　　　10 月２1日（日曜日）   　公民館集合８:40   9:00～13:00
◎場　所　　　辰巳ダム、辰巳用水随道、三段石垣
◎講師名　　　NPO法人  辰巳用水にまなぶ会　
　　　　　　　　　　北浦　勝氏（金沢職人大学校理事長・学校長　金沢大学名誉教授）
◎参加費　　　1,000 円（お茶・食事代金含む）
◎定　員　　　90 名　

◎日　時　　10 月 19 日（金曜日）10:00 ～12:00
◎場　所　　２Fホール
◎講師名　　Rose Stone Kanazawa 　松下博子さん
◎参加費　　500 円
◎定　員　　35 名　

※申し込み締め切り日は 10 月 10 日（水）、定員になり次第締め切ります。

※申し込み締め切り日は 9月 29 日（土）、定員になり次第締め切ります。

※雨水等で足元が悪い場合があります。汚れてもいい服・帽子・長靴・懐中電灯をご準備下さい。

『金沢マラソン 2018』

2018 年　崎浦公民館　文化祭
☆一般作品を募集しています

お知らせ

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（ TEL 231－6851 ）までお知らせください。

絵画、書道、手芸など…ご自慢の作品を展示しませんか。
公民館までご連絡よろしくお願いします。

北國新聞社後援

マレットゴルフ大会の結果
平成３０年８月１９日（日）優　勝　　　四谷　　輝　（若葉会）

準優勝　　笠松　久幸 （永安町町会）

　３　位　　　北川　賢一 （大桑町町会）
キゴ山マレットゴルフコースで行われました！！

《レクレーション部》

※針に糸を通しますので老眼鏡・卓上ルーペ等を
　　　　　　　　お持ちの方はご持参ください！！
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