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※詳細は改めてお知らせ致します。
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太鼓（午後：囲碁）

公民館　おもな行事案内

町対抗ソフトボール大会

子育てサロンすくすく      子ども会連合会定例会

バス研修会

金沢歴史探訪ウォーキング

いこいの広場

草取りボランティア

『寄せ植え』

『虫よけスプレー＆抗菌ハンドジェル作り』

～グットライフ部～

～熟年学級～

～カルチャー部～

～鶴寿会～

崎浦地区敬老会

子育てサロンすくすく
『七夕かざり』

『法話』 共催鶴寿会

◎盆踊り・夏祭り ８月４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２９日(日）　　南小立野小学校グラウンド

◎文化祭 １１月２日(土）・１１月３日（日）

◎成人式 令和２年１月１１日(土）　AM10:00　　　本多の森ホール

　　　　　　　　　　　

2019



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（一部変更有り） ※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

６月・7月上旬の予定

　

　 １０日

２６日

「虫よけスプレー ＆ ハンドジェル作り」

１７日

　　　

　
　

　　　　

　

☆講　師：　矢武 尚美 さん

 

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

囲碁

　　　　　　　　　

「七夕かざり」
　　　　　　　　　　　　　　おりひめ、ひこぼし、天の川などの七夕かざりを親子で作ります。
　　　　　　　　　　　　　　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！
　　　　　　　　　　　　　　
　　　

☆日　時：　６月２８日（金）

☆場　所：　崎浦公民館　和室

☆参加費：　１００円　

　　１０：００ ～ １１：３０

講　師：　金沢森林組合

　   寄せ植え体験
　　　　　　　　

　プラネタリウムを楽しむ
　　　　　　　　

　参加費： １,５００円　　

 《要予約》　

　  　陽風園見学

講　師： 定舎寺ご住職

　定　員：２０名　　

〈鶴寿会共催〉　　

 《要予約》　

☆定　員：　２０名　

☆参加費：　５００円　

☆定　員：　２０名　

☆場　所：　崎浦公民館　和室

☆日　時：　６月１４日（金）
　　１０：００ ～ １１：３０

(ＪＡＡ認定アロマコーディネーター）　

　　　　　　　　　　　　　　外遊びの多くなる時期、お子さんの虫対策が気になりますね。

　　　　　　　　　　　　　　赤ちゃんにも安心して使える虫よけスプレーと抗菌ハンドジェルを作ります。

　　　　　　　　　　　　　　ぜひご参加くださいね！

　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　季節の花を集めて！　　

　定　員： １５名　　
　持ち物： 手袋  持ち帰り袋など　　

　６月３日

２４日
　　９：４０  公民館集合

　１０：００  陽風園集合

　   法話　　　　　　　　

緑化木センター職員 囲碁

囲碁

囲碁

囲碁　 ７月１日

（水）

　    ９日

　場　所： 中央児童会館（法島）　　

・９：３０  現地集合

・９：２０  公民館集合
　　タクシー負担金　３００円

 《要予約》　

　  　※または
（火）

◎日時 : 6月２６日（水） １３：３０～１４：３０
■65歳以上の方ならどなたでもご参加ください。 ■会場…涌波会館 ２Ｆホール

　　　　　　　　　　◎講師 : 消費生活センター　「詐欺に遭わないようになろう」　　

地域サロン「いきいき教室」

　（タクシー乗り合せ）



講演会 「 遺産相続 遺言について 」    
 

 相続や遺言についてお悩みの方はいらっしゃいませんか、事前の心の準
備も大事です。ぜひご参加下さい。 

☆日 時 ８月 ２日 （金曜日） 午前１０時～１１時３０分  
☆場 所 崎浦公民館 ２階ホール 
☆講師名 石川県司法書士会 
☆参加費 無料 
☆定 員 希望者全員 
☆事前申し込み締め切り ７月１０日（水曜日）  

《グッドライフ部》 

        各委員会の紹介 
 

 皆様の参加をお待ちしています。公民館事務局へお申し出ください 

花の委員会 
 公民館の花壇に花やグリーンカーテンをしたりまた、 
花の施設を訪ねるなど、学びながら楽しく作業が出来る委員会です。 

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、写真撮影会なども 
企画し、写真コンテストにも参加しています。 

塩硝の道検証委員会 
 この委員会は、塩硝の道や地域のことを中心に歴史や 
文化を学ぶため、月１回の例会を行っています。 

押 し 寿 司 作 り 
“ 牛乳パックを使って簡単に押し寿司が作れます。 
   ぜひご参加してみて下さい。空き箱は準備しておきます。 ” 

☆日 時 ７月１２日 （金曜日） １０：００～１２：００  
☆場 所 崎浦公民館 調理室 
☆講師名 グッドライフ部員 
☆参加費 ５００ 円 当日集金します 
☆定 員 ２５ 名 
☆持ち物または服装など エプロン、タオル 
☆申し込み締め切り ６月２９日（土曜日）または定員に 
         なり次第締め切り、申し込みは公民館まで  



「施設見学」
◎日時　６月 4日（火曜日）　9：00 ～16 : ０0（集合時間が変更になりました）　　　
◎参加費　2,000 円 （食事代金含む） 　◎定員　40 名

《 熟年学級 》

新しいNHK金沢放送局と大野ヤマト糀パークを
見学します。みそ汁の飲み比べ体験もします。

ボランティア活動
学級生のみ

「公民館周辺の草取り」

「草むしりボランティア」 

「法話」

「アロマ 口紅ワークショップ」

「健康診断の見方」

◎日時　7月５日（金曜日）　9:00 ～10:30

◎日時　６月 11 日（火曜日）　9:00 ～11:00
◎場所　崎浦公民館

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。

鶴寿会のボランティア活動です。
皆さんご参加下さい。

※申し込み締め切り日 7 月1日（月）申し込みは公民館まで

※申し込み締め切り日 7 月1日（月）申し込みは公民館まで

◎日時　６月 26 日（水曜日）10:00～
◎場所　崎浦公民館　和室
◎講師　定舎寺ご住職

◎日時　７月８日（月曜日）10:00～
◎場所　崎浦公民館　和室
◎講師　泉野福祉健康センター職員

◎日時　７月 11 日（木曜日）10:00～11:30
◎場所　崎浦公民館　和室
◎講師　矢武　尚美さん
◎参加費　1000 円～1200 円
◎定員　　20 名

《 鶴寿会 》

いこいの広場と共催 毎年好評です。静かな一時を過ごしませんか？

ホホバオイルやシアバターなどの自然素材に、好きな精油とカラーで
オリジナル口紅づくりをします。皆さんの参加をお待ちしています。

雨天中止

元気で長生きしましょう！
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