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     ２０１９年１０月（神無月）のおもな行事
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民生委員・児童委員協議会定例会

体育の日

子ども会連合会定例会
玄関飾り　～グッドライフ部～

いこいの広場

～熟年学級～

～カルチャー部～

「ハーバリウム作り」

「水引を楽しむ～玄関飾り～」
（午後/囲碁）

（午後/囲碁）

いこいの広場

（午後/囲碁）
いこいの広場

「抹茶を楽しむ～秋のお月見」

「バス遠足」

「りんご狩り」

「近江湖南の歴史を巡る旅」

第２回ボランティア講座

秋のバスツアー

子育てサロンすくすく

子育てサロンすくすく

即位礼正殿の儀の行われる日

金沢マラソン2019

　　

令和元年度
               崎浦公民館

文化祭 ●日時/
　 １１月２日  ㈯　10：00～16：00
　 １１月３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

1０月の予定

　

１１日

　　　

　
　

　　　　

　

 

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

囲碁

　　　　　　　　　

「バス遠足 (三世代交流事業)」
　　　　　　　　　　　　　　地域の高齢者の皆さんと一緒にバス遠足に行きます。ライオン、ゾウ、キリン等々、
　　　　　　　　　　　　　　たくさんの動物さんに会いに行きましょう！!
。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　

☆日　時：　１０月１１日（金）

☆場　所：　いしかわ動物園

☆参加費：　　

　　※   ９：３０  公民館集合、９：４０　出発

水引を楽しむ　　　

☆持ち物：　
　　　　　　　

　１０月７日

囲碁　 １１月１１日

　   

　「折紙」　　

  ※ 詳細は子育てサロンすくすく　　

１１月の予告

■日　時：  １０月１６日 (水)　　「頭と体の体操」

　予

　告

　　 １３：３０ ～ １４：３０

　抹茶を楽しむ　　　
　～ 秋のお月見 ～　　　

・月見団子　　 《要予約》　
 ※ 申し込みは１０月３日（木）まで　　

■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 ２階ホール

（雨天時ふれあい昆虫館）

☆定　員：　

「りんご狩り」
　　　　　　　　　　　　　　甘酸っぱい香りがいっぱいのりんご畑で秋の味覚を楽しみましょう。
　　　　　　　　　　　　　　たくさんの種類の中からお気に入りを探してくださいね！!　　　　　　　　　
　　　 ☆日　時：　10月２5日（金）

☆場　所：　松田りんご園
　　舘山町ヨー８

☆定　員：　

☆持ち物：　　　　　　　

涌波いきいき元気教室

■講　師：  デイサービス職員　

（定員になり次第締め切ります）

（当日集金します）

（定員になり次第締め切ります）

　※１４：２０  公民館到着（雨天時１３：２０)

（辰巳高校グランド横）

☆参加費：　　
　　（但し、公民館より１００円の補助あり）

２１日

すくすくとバス遠足

　「玄関飾り」　　　

（金）

・講　師：　佐内 昭美 さん

・参加費：　５００円
・定　員：　２０名  《要予約》　

２８日 囲碁

・講　師：　栗田 富美子 さん

囲碁

 《要予約》　

 《要予約》　
干支の予定　　　 　　お弁当　　　

※参加費未定

（動物園貸し出しもあります）

　※１０：００  現地集合

　「第２回ボランティア講座」　　講　師： 水橋 佑介 氏 （金沢市社会福祉協議会）

　「見まもりする人、見まもられる人のルール」　　
　～ 見守り活動と個人情報保護の関係 ～　　　

◎日　時： １０月２９日（火）

◎場　所： 崎浦公民館ホール  ※ 申し込みは１０月２３日（水）まで　　

　　１０：００ ～ １１：３０

雨天時は公民館で
遊びましょう。

・材料費未定  定員２０名

６００円

１８組

お弁当、飲物、シート、
ベビーカー　

各自収穫した分を支払って頂きます　

３０組　

長袖、長ズボン（長グツ）　　　　　　



《グッドライフ部》 

○日   時 １1月１７日（日曜日）  午前８：３０ 受付  ９：００スタート 現地集合、現地解散 
○場    所 ボウリング場マンボウ金沢  金沢市諸江中丁３４８ TEL 076-237-5171 
○参 加  費   ５００円 （大人、小人共） シューズ代各自負担 
○参加資格 小学生以上（低学年は保護者同伴でお願いします） 
○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 
○定 員   ４０ 名 （定員になり次第締め切り） 
○申し込み  １０月２９日（火）まで崎浦公民館へ 

ボーリング大会のお知らせ 

《 体  育  部 》 

《 カルチャー部 》 

秋 の バ ス ハ イ ク 
“ 天空の山城・苗木城跡と紅葉の夕森公園へ ”  

             ～深まりゆく秋を満喫しよう～ 

〇 日  時  １１月１０日（日曜日）  出発７：００ （崎浦公民館前）  １９：３０ 帰着予定 
〇 行  先  恵那・中津川方面 
           恵那銀の森、恵那・山菜園、天空の山城・苗木城址、夕森公園・龍神の滝 
〇 参加費   ６，０００円 （昼食を含む） 
○ 定  員  ４０ 名 （定員になり次第締め切ります） 

《 レクレーション部 》 

料 理 教 室（ゆず料理） 
～ゆずのさわやかな香りと味を楽しんでいただきたいと思います～ 

〇日 時  １１月１６日（土曜日）  １０：００ ～ １２：００ 
〇場 所  崎浦公民館 調理室 
〇講 師  グッドライフ部員 
〇参加費  ７００円 （当日集金します） 
〇定 員  ２４ 名  
〇持ち物又は服装など  エプロン・三角巾等 
〇申し込み締め切り日 １１月 ５日（火）または定員になり次第決め切ります。 

『 近江湖南の歴史を巡る旅 』 
☆ 近江商人発祥の地「五個荘」を歩き、近江牛を食し、 
   城下町近江八幡の水郷巡りを楽しみ、復元安土城天主を見学する 

〇日     時  １０月２７日（日曜日）  午前６時００分から午後７時００分ごろ 
○集合時間   午前５時５０分 時間厳守でお願いします 
〇集合場所  崎浦公民館 
○行  き  先   滋賀県東近江市（五個荘近江商人博物館・屋敷他、昼食） 
                 近江八幡市（城下町水郷巡り、安土城天主信長の館・城郭資料館）  
〇参  加  費 ７，０００円 （昼食付です） 
〇定      員 ３５ 名 （定員になり次第締め切ります）  
〇講      師 石川県立歴史博物館学芸主幹 北 春千代 氏 
          ※徒歩で散策します、歩きやすい服装でご参加下さい。 川舟遊覧船に乗ります。  

  秋の 
バスツアー 

ぜひご参加下さい！！ 



〈熟年学級〉

〈鶴寿会〉

〈レクレーション部〉

「マレットゴルフ大会の結果」

「まいどさんと行く長町古地図めぐり」

「第21回東部地区老人連合会グラウンドゴルフ大会」

優勝　　中川　幸子（舘町）
準優勝　芝田　俊和（永安町）
３位　　山田　章（永安町）

令和元年８月 25 日（日）

金沢老舗記念館館長のお話の後、美味しい加賀料理を食べ、まいどさんと長町を散策します。

◎日時　10 月 17 日（木曜日）　
　　　　　　　　　予備日 18 日（金曜日）　
　　　　８：30 受付　９ : ０0 スタート
◎場所　戸室スポーツ広場　　　◎参加費　1000 円

◎日時　11 月 22 日（金曜日）　9:50 現地集合 10:00～  14: 00 現地解散　　
◎場所　中央公民館長町館　（旧長町小学校）
◎参加費　1000 円　　　◎定員　30 名　◎服装　歩きやすい服装

『金沢マラソン 2019』
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。

崎浦在住のランナーを
応援します！！

※申し込み締め切り日 11 月8日（金）、申し込みは公民館まで。

※申し込み締め切り日 9 月30 日（月）、申し込みは公民館まで。

※小雨決行
※鶴寿会の会員のみ

※学級生のみ

キゴ山マレットゴルフコースで行われました！

「令和元年度世代交流グラウンドゴルフ大会の結果」
令和元年９月１5日（日）　５２名の参加で行われました。

お知らせ
令和元年度 崎浦公民館 文化祭
☆一般作品を募集しています。
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。

♦大人の部

第２位　　釣見定雄（涌波町会）
第３位　　表　義男（涌波町会）
第３位　　釣見美和子（涌波町会）

第１位　　崎野公子（涌波町会）
第２位　　上野那月（小立野台町会）
第３位　　久野颯太（小立野台町会）

第１位　　橋本　翼（土清水第一町会）
♦子どもの部
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