
 

 

 
〖日  程〗12月 11 日（土） 

〖時  間〗10：00～12：00 

〖集合場所〗小坂公民館 2階ホール 

〖参 加 費〗1,200円（事前集金） 

〖募集人数〗15名様 

      （先着順） 

〖持ち物〗濡れタオル又は 
ウエットティッシュ 

◆ 公民館に見本あります 

◆ ピアスかイヤリングの 

どちらかを選べます 

12月号  
 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金沢市小坂公民館    住所 金沢市小坂町北 312 

TEL：２５２－３０６７ FAX：２５２－８４２５ 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.kosaka-k.com 
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文化部主催   清水 由佳先生の手作り教室 

つまみ細工教室 

          令和 3年度小坂校下成人式 
【日  時】令和 4年 1月 9日（日） 

【受  付】午前 10時から 10時 40分 

【式  典】午前 11時から 

【会  場】ホテル日航金沢 4階鶴の間 

【対象者】平成 13年 4月 2日～平成 14年 4月 1日までに 

生まれた方で参加希望される方 

金沢市では、公民館ごとに皆様の前途を祝福し、成人式を行っております。
成人者の皆様には、案内状を送付いたしておりますが、対象者の方で資料
が届かない方、また、ご不明な点がある方は、小坂公民館までお問い合わ
せください（252-3067） 

社会福祉協議会からお知らせ 公民館の今後の予定 

12月 7日（火）  募集中です！ 

仕平幹子先生の男の料理教室 

12月 1日・6日  

トールペイント教室定員に達しました 

2月 28日（月）  

蓮の実女性学級 『閉級式と講演会』 

総務部主催  仕平 幹子先生の料理教室 

ごちそう！ クリスマス料理 

〖日  程〗12月 20日（月） 

〖時  間〗10：00～12：00 

〖場  所〗小坂公民館 調理室 

〖参 加 費〗1,500 円（事前集金） 

〖募集人数〗8名様（先着順） 

〖持 ち 物〗エプロン・三角巾 
※ 料理はお持ち帰りです。容器はこちらで用
意します。お持ち帰り袋はご用意ください。 

ＭＥＮＵ ① ハッシュドビーフ ライス添え 
② コロコロカルパッチョ 
③ 満点サラダ 
④ かわいいおいしいデザート 

12月 4日（土） 忘年会 
1月 29日（土） 新年会と節分豆まき 

詳しくは民生委員にお尋ねください 

金属アレルギー
対応の金具素材
をご用意します 

年末年始のお知らせ 

12月 28日（火）から 

1月 5日（水）まで休館です 



12月教室のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

総務部主催  西村 久美子先生の料理教室 

お菓子作りとアルファ米講座 

〖日  程〗1月 14日（金） 

〖時  間〗10：00～12：00 

〖場  所〗小坂公民館 調理室 

〖参 加 費〗1,000 円（事前集金） 

〖募集人数〗8名様（先着順） 

〖持 ち 物〗エプロン・三角巾 
※ お菓子はお持ち帰りです。容器はこちらで用
意します。お持ち帰り袋はご用意ください。 

① くり蒸しようかん 
② 丸ごとミカンのコンポート 
③ 茶巾絞り 

ＭＥＮＵ 

総務部主催  小﨑 祐美子先生の手作り教室 

生のスワッグ教室 お正月バージョン 

〖日  程〗12月 22日（水） 

〖時  間〗10：00～11：30 

〖場  所〗小坂公民館 2階ホール 

〖参 加 費〗700円（事前集金） 

〖募集人数〗15名様（先着順） 

〖持 ち 物〗花切りバサミ 

ペンチ（あれば） 

公民館に見本あります 

玄関に飾ってみませんか 
 

小坂バウンドテニスクラブよりお知らせ           

◆新規入部希望者募集中 未経験者大歓迎！◆ 
活動場所  ：小坂小学校体育館 

活動日時  ：毎週火曜・土曜 午後 7 時～９時 
現メンバー：男性 3 名・女性 10 名 

※ 半数以上が６０代ですが若い人も大歓迎 

◆見学・体験 随時参加歓迎！◆ 
連絡先：小坂 紀之（部長）090-2378-5233 

※ 新型コロナ感染状況により練習予定が変
更となる場合がありますので、ご希望の方
は事前にご連絡ください。 

（きのこご飯） 

総務部主催  新保 ひとみ先生の手作り教室 

お正月フラワーアレンジメント 

〖日  程〗12月 24日（金） 

〖時  間〗18：30～19：30 

〖場  所〗小坂公民館 2階ホール 

〖参 加 費〗2,000円 

（事前集金） 

〖募集人数〗10名様（先着順） 

〖持 ち 物〗花切りバサミ 

持ち帰り袋 

 

 

1 水 大正琴　囲碁 16 木 つまみ細工　Ｆダンス　コーラス　珠算

2 木 Ｆダンス 　コーラス　珠算 17 金

3 金 ３Ｂ体操　太極拳　習字 18 土 休館日 パソコン　珠算　論語塾

4 土 休館日 珠算　パソコン 19 日 休館日

5 日 消防訓練・大掃除 20 月 自彊術　俳句入門

6 月 自彊術 21 火 筆ペン　３Ｂ体操　珠算　パソコン

7 火 筆ペン　３Ｂ体操　珠算　パソコン 22 水 パソコン　囲碁

8 水 パソコン　絵手紙　囲碁 23 木 つまみ細工　Ｆダンス 　コーラス　珠算

9 木 Ｆダンス 　コーラス　珠算 24 金 ３Ｂ体操　太極拳　習字　フラワーアレンジ

10 金 ３Ｂ体操　太極拳　習字 25 土 休館日 珠算　習字

11 土 休館日 珠算 26 日 休館日

12 日 休館日 27 月 自彊術　小坂句会

13 月 自彊術　ヨガ 28 火 休館日 パソコン　３Ｂ体操　珠算

14 火 筆ペン　３Ｂ体操　パソコン　珠算 29 水 休館日 囲碁

15 水 大正琴　囲碁 30 木 休館日 Ｆダンス 　コーラス　珠算

31 金 休館日 ３Ｂ体操　太極拳　習字

あみもの　３Ｂ体操　太極拳　習字　フラワーアレンジ

※ コーラスはお休みです 


