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民生委員・児童委員
協議会定例会

～レクレーション部～

～崎浦健康教室～

～熟年学級～

城東地区成人式
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いこいの広場
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成人の日 崎浦地区新年互礼会

　（午後：囲碁）

いこいの広場
　（午後：囲碁）

　（午後：囲碁）

 

子育てサロンすくすく　
「お正月遊び」

　　　　
　
                            

　　　　
　
                            

新春マージャン大会

　                            

　２０２０年　新年を迎えられたことを、心よりお慶び申し上げます。
今年もいろいろな楽しい行事を計画し、皆様のご参加をお待ちしてい
す。ホームページでは「さわやか崎浦（カラー版）」を載せています。
本年も崎浦公民館をよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　公民館委員一同/公民館職員
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子育てサロンすくすく　
「豆まき会」

「消費者トラブル予防落語会」

「健康体操」



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～

１月の予定

　

囲碁１月６日

「豆まき会」
　みんなでオニのお面を作ったり、的あてをして遊びます。

   最後は「 鬼は外！  福は内！」の元気なかけ声で鬼を退治しましょう！

☆日　時：　１月２４日（金） 

☆場　所：　崎浦公民館 和室

      １０：００ ～ １１：３０

「お正月あそび」
むつみえん ふれんどはうすの先生方が楽しい遊びをたくさん準備して

☆日　時：　１月１０日（金） 

☆講　師：　むつみえん ふれんどはうすの
　　　　　　保育士さん

☆参加費：　無　料

　　                  

２０日

　  　パズルを楽しむ

　　　

　  　童心にかえって

　　　　いろいろなパズルを

　　　　　　　楽しみませんか？

　
　　　　　

囲碁

囲碁

　

２７日

      １０：3０ ～ １１：３０

☆参加費：　無　料

やってきてくれます。みんなでお正月の遊びを親子で楽しみましょう！
　　　

☆場　所：　崎浦公民館 和室

子育てサロンすくすく

≪カルチャー部・社会福祉協議会≫

　　　　　、お待ちしています！　　みなさ～ん

≪社会福祉協議会≫

　  　頭の体操にもなりま～す



《グッドライフ部》

遺影写真とエンディングノートの
書き方についての講演会

☆日 時 令和２年２月７日（金） 午前１０時～１２時
☆場 所 崎浦公民館 ２Fホール
☆講師名 終活カウンセラー上級資格・事前相談員資格・グリーフサポートバディ資格

シオタニ（株） 川本 直先生
☆参加費 写真代 ５００円 講演会 無料
☆定 員 ２０ 名 （写真）
☆申し込み締め切り日 １月１５日（水）または定員になり次第締め切り

申し込みは公民館まで

いつかは人生の最後を迎える時が来ます。ご家族にご迷惑のかからないように
生前に自分の意思を書き残しておくことも大事です。ぜひご参加ください。

崎浦公民館 スキー＆スノーボードツアー

《 体 育 部 》

令和2年新春マージャン大会

☆日 時 令和 ２年 １月２６日（日） ９時３０分集合 １０時 ～ １５時
☆場 所 崎浦公民館 和室
☆参加費 １，５００円（食事代金含む）
☆申し込み 公民館まで（定員になり次第締め切り）

《レクリェーション部》

～商品を多数用意してます（参加賞もあり）～
初心者の方もどうぞ！！

崎浦健康教室 健康体操
～寒い季節こそ運動をしよう～
・遊びながら楽しく（脳）の体操！！
・ゆったり気持ちよく体伸ばし！！

☆日 時 令和 ２年 １月３１日（金） １３：００ ～ １４：３０
☆場 所 崎浦公民館 ２階ホール
☆講師名 金沢市スポーツ事業団 川上 享代氏
☆服装等 動きやすい服・内履きズック

☆日 時 令和２年２月９日（日） ５：４５公民館集合 ６：００出発
☆場 所 白馬コルチナスキー場
☆参加費 ７，０００円 （小学生以下４，０００円）

（バス代、リフト１日券、千円相当昼食補助券、入浴券付き）
☆定 員 ３０名
☆申し込み締め切り日 １月末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



◎日時　1月１7日（金曜日）10:00～11:00
  　　　　　　　※先月号でお知らせしましたが日付変更になりました。
◎場所　崎浦公民館 2F ホール
◎講師　よしもと住みます芸人の月亭方気さん
　　　　（月亭八方６番弟子の上方落語家）

消費者トラブルについて、落語でわかりやすく伝えます！その他古典落語も披露されます。
「消費者トラブル予防落語会」

「辰巳用水を見守る会」 発足記念講演会

鶴寿会新年会

どなたでもご参加ください。

☆日　時　　　令和２年 2月６日 （木）　　１１時３０分～　　　現地集合

☆参加費　　　３， ０００円 （食事代金を含む）

☆定　員　　　３５名

☆申し込み　　各町会鶴寿会役員まで参加費を添えて申し込みください。 １月３１日 （金） まで

☆場　所　　　ホテル金沢１６階　　レストラン ・ ラズベリー

☆日　時　　　令和２年 2月１８日 （火）　　１９時～　　　（開始１０分前までにご入場下さい）

　辰巳用水は平成 22 年２月に国の文化財に指定されて以来早や１０年がたちました。

　発足を記念しまして、 講演会を実施しますので、 ご参加ください。

☆講演者　　　金沢市長　　山野　之義　様

☆定　員　　　３０名
開催団体　　　辰巳用水を見守る会 ・崎浦公民館

☆場　所　　　小立野公民館　３階　講堂

金沢市堀川新町１番１号

　そこで、 辰巳用水沿線上の３公民館 (犀川 ・崎浦 ・小立野） より多くの地域住民が参加し文化財を

身近に感じていけるようにと昨年９月１９日に発足しました。

「明けましておめでとうございます」

崎浦公民館　館長　太田　進

　日頃より公民館の活動にご協力頂き感謝申し上げます。

　昨年「辰巳用水を見守る会」をお隣りの犀川公民館・小立野公民館と

３館合同で立ち上げました。

　辰巳用水流域の皆様と地域の財産である「辰巳用水」をもっと知って

頂きたいとの願いで今年より活動を開始致します。

　皆様のより多くの参加をお待ちしております。

　昨年は中央消防署小立野出張所の移転が完了、工学部跡地の

県立図書館の建設も始まりました。崎浦の希望に満ちた

発展の第一歩の年になると感じております。
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