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     ２０１９年８月（葉月）のおもな行事
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民生委員・児童委員協議会定例会

納涼夏祭り・盆踊り大会

遺産相続遺言について

にんにく卵黄

いこいの広場

いこいの広場

「上高地散策」

～レクレーション部～

～熟年学級～

～グッドライフ部～

～鶴寿会～

～鶴寿会～

山の日

振替休日

第1回ボランティア講座

マレットゴルフ

（午後/囲碁）

（午後/囲碁）

いこいの広場
（午後/囲碁）

「水あそび（しゃぼん玉）」

「福祉カフェ」

「いのししのお話」子育てサロンすくすく

第７4回
崎浦地区

　　

社会体育大会
　９月29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

休

館
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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月の予定

　２６日

１９日

　　　

　
　

　　　　

　

 

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

囲碁

　　　　　　　　　

「水あそび」
　　　　　　　　　　　　　　水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。
　　　　　　　　　　　　　　暑い夏、水あそびで涼んでみませんか !  雨天時は公民館の中であそびましょう。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　 ☆日　時：　８月２３日（金）

☆場　所：　崎浦公民館　駐車場

☆参加費：　無料　

　　１０：００ ～ １１：３０

講　師：　金沢市地域包括
　　　　　支援センター
　　　　　みつくちしんまち職員

　   　福祉カフェ
　　　　　　　　

　講演会　　　

※申し込み〆切り ８月２０日（火曜日）

・熟年学級と共催　　

☆持ち物：　ぬれてもよい服装、お着替え
　　　　　　タオル、水分、帽子など　

　８月５日

囲碁

囲碁

囲碁

　 ９月２日

　    ９日 　「金沢城下の基礎を造った高山右近」　　

囲碁

・詳細は熟年学級のお知らせで　　

楽しい寸劇と、お話を聞こう！!
　　

※小学生の参加はご遠慮ください。

９月の予告

　「だまされないで！ 特殊詐欺」　　

～お話を聴くときの基本と注意したいこと。どなたでもご参加ください～

◎場　所：　崎浦公民館　２Ｆホール

 講　師：　大崎 善則 氏　
（地域包括支援センター みつくちしんまち）　

※ 準備の都合上　申し込み締切は 8月１３日(火曜日）、公民館までお願いします。

　「第１回ボランティア講座」　　

　傾聴から拡がるボランティア活動　　　

　予

　告

◎日　時：　８月１９日（月曜日）

詐欺(さぎ)もイロイロあります。
　　

　　１０：００ ～ １１：３０



《 鶴 寿 会 》 

    金沢歴史探訪ウォーキング 
『 惣構升形と城下町古地図めぐり 』 

“ 城下町を護る復元升形と武蔵ヶ辻、尾張町、主計町、観音町、東山界隈を歩きます ” 

☆日  時 ９月８日（日） ９時～１２時 （集合時間８時４５分） 
☆集合場所 金沢駅兼六園口（東口）鼓門   
☆行 き 先 駅周辺寺社→惣構升形→武蔵ヶ辻→袋町→尾張町→彦三町 
       →下新町→主計町→観音町通り→ひがし茶屋街 他 
☆参加費・定員  無料 ・ 定 員 ２５名 
申込期間  ８月１日（木）より、定員になり次第締め切ります。 
注意事項  約４．５㎞を歩きます。歩きやすい履物でご参加下さい。 
講  師  金沢市観光ボランティアガイド「まいどさん」と「公民館委員」 《 カルチャー部 》 

令和元年度 グラウンドゴルフ大会参加者募集！！ 
            チーム賞・個人賞１位～３位には豪華賞品 参加賞もあるよ！ 

みんなで楽しくグラウンドゴルフをしてみませんか！ 
初めての方でも係の方が優しく教えてくださるので大丈夫。 
おじいちゃん・おばあちゃん・お父さん・お母さん・子どもたち 
みなさん、ぜひ参加してください。 

☆日  時  ９月１５日 （日） 少雨決行 
          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 
☆申込期日 ９月５日（木）、崎浦公民館（TEL ２３１－６８５１）まで、 
          ※参加者氏名（グループ名）・住所・連絡先をお伝えください。 
          ※グループ等で申し込みをする場合は、その旨をお伝えください。 
          ※子ども会の皆さんは町会ごとに申し込んでください。  

《体育部・子ども会連合会》 

～ 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２５日 （日）    ９時半現地集合 
       １０時スタート １ラウンド （雨天中止）  
☆場  所 キゴ山キャンプ場マレットゴルフコース   
☆内容等 ゲームは１ラウンド ・ 雨天中止とします 
☆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。   《レクリエーション部》 

初めての方でも 
   どうぞ！！ 

「上高地散策」 上高地、ハイキングコースと高山市内自由散策を楽しむ。 
◎日   時 ８月２０日（火） 崎浦公民館 7：00 Ａコープ 7：10  
                マツモトキヨシ前 7：15 涌波 7：25     帰着予定：崎浦公民館18：45  
◎参加費 ５、５００円      
◎定   員 ４５名 
◎持ち物または服装 長そでシャツ 



〈熟年学級〉

〈視聴覚委員会〉

「金沢城下の基礎を造った高山右近」
福者認定されたキリシタン武将 高山右近は実は 26 年間も北陸にいました。
知られざる偉業を伺います。

◎日時　　9月 9日（月曜日）　10：00 ～12 : ０0
◎場所　　崎浦公民館 2F ホール
◎講師名　高山右近記念資料館 館長　奈良 献児 様

※申し込み締め切り日は８月 31 日（土曜日）

応募要項

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／令和元年 10 月 10 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）
◎展示／崎浦公民館「文化祭」にて。
◎審査展示開始　10 月 11 日（金）～
◎表彰／崎浦公民館ホールにて。
　11 月３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

どなたでもお越し下さい。

「いのししのお話」

◎日時　８月 23 日（金曜日）　10：00 ～12 : ０0
◎場所　崎浦公民館　２Fホール　　　
◎講師　猟友会金沢支部　猪対策アドバイザー　藤井 潤英 様　

近年増加しているイノシシの被害状況やその取り組み、
遭遇した時の対応などのお話を聞きます。

どなたでもご参加下さい。

いこいの広場共催
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