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体育部主催  令和４年度小坂校下 

町会親睦グラウンドゴルフ 
5月 15日（日）に城北市民運動公園にて、 
15町会、52名が参加されました。 
皆さんお疲れさまでした！ 

個人戦結果発表 
1位 藤田 和子（神谷内葵町会） 
2位 高畠 忠明（神谷内西町会） 
3位 髙島 長一（神谷内葵町会） 
4位 谷川 雄一（小坂中町会） 
5位 浦  貞次（新葵町会） 
6位 長浜 正子（新葵町会） 
7位 南部 淳子（高柳町北親会） 

8位 中谷 州男（神谷内葵町会） 
9位 角谷 精一（神宮寺町みどり町会） 

10位 髙田 一男（御所町会） 

✨おめでとうございます 

賞品をご用意してますので 
公民館までお越しください 

健康を守る市民の会 ウォーキング教室 

インターバル速歩で健康寿命を延ばそう 

日 時：6月 22日（水） 

    10時 00分～11時 30分 

     9：50までに集合してください 

講 師：金沢インターバル速歩教室  

野村 碩志 氏 

場 所：県立武道館大会議室 

      現地集合・解散 

持ち物：タオル・水筒・内履きズック 

会 費：500円（お弁当代） 

※ 動きやすい服装でお越しください 

 
遺跡クラブ主催   

卯辰山山麓寺院群 

「心の道」を巡りませんか 

申込みＱＲコード 

〖日   時〗6月 26日（日） 
       9：00～15：30頃 
〖集合場所〗小坂公民館（時間厳守） 
〖会   費〗2,500円（事前集金） 

支払い時、３回目新型コロナワクチン 

予防接種済証コピーを提出してください 

〖募集人数〗19名（申込締切 6/16） 

 

 

 

行程 公民館にて学習後 ➡ 寺社めぐり 
➡ 昼食（ビストロリンク） ➡ 寺社めぐり 
➡ 現地解散（15：30頃） 

※ 坂道・階段あります。 

※ 途中、2か所で話を 

お聞きします。 

宇多須神社・慈雲寺・宝泉寺 

観音院・蓮昌寺・西養寺など 

6月 17日 10時から抽選会をします。 
当選された方のみご連絡します。 

町会親睦 H.K.B.（ハッスル金沢ビーチボール） 

日 時：7月 3日（日）申込締切：6/23（木） 

受 付：8時 00分（8時 15分試合開始） 

場 所：北鳴中学校２階体育館 

チーム構成：1町会１チーム 

※ 高校生以下は参加不可 

※ 当日、参加者名簿＆体調チェックシート

を持ってきてください。詳細は５月２７

日（金）町会長会議でお知らせします。 

老人クラブより 
グラウンドゴルフ春の大会 
【日    時】６月１５日（水）予備日 6/22 
          午前９時より  
【場    所】城北中央公園 
【参 加 料】５００円（当日支払い） 
【お問合せ】担当：林 劭（252-2382） 
※６月の練習会は１日８日２２日２９日の水曜日 
※大会参加申込は６月８日（日）林まで 



6月教室のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 お申し込みはお電話又はＱＲコード 

でお願いします（📞252-3067） 

ＳＤＧｓ小坂学級はじめます  開級式＆記念講話 

「ＳＤＧｓ って何？」 
～ 自分でできること、 

地域でできること ～    

〖日  時〗6月 28日（火） 
      10：00～11：30 
〖場  所〗小坂公民館 2階ホール 
〖講  師〗都市政策局企画調整課 

山崎 友理氏 
〖参加費〗1,000円（お弁当付き） 
  6/22（水）までにご連絡ください 
〖持ち物〗筆記用具・水分補給 

 

 総務部主催  手作り教室 

初夏の寄せ植え教室 

〖日   時〗6月 14日（火） 
       10：00～11：30 
〖場   所〗小坂公民館駐車場 

☂雨天時 ２階ホール 
〖講   師〗松下ガーデン職員さん 

〖参 加 費〗2,000円（事前集金） 
〖募集人数〗20名（先着順） 
〖持 ち 物〗手袋・水分補給・土を入れるスコップ 

社会福祉協議会からお知らせ 

6月 25日（土） 大正琴 
7月  9日（土） 腹話術 

 詳しくは民生委員まで 

申込みＱＲコード 

学級生募集します。 
どなたでも 
学級生になれます 

 お申し込みは電話 
又はＱＲコードで 
お願いします 

（📞252-3067） 

蓮の実女性学級（第２回目） 

ヨガストレッチ 

〖日  時〗7月 25日（月） 
      14：30～15：30 
〖場  所〗小坂公民館 2階ホール 
〖講  師〗幸道 明美氏（当公民館ヨガ教室講師） 
〖参加費〗500円（事前集金） 

飲み物・お土産付 
〖持ち物〗ヨガマット又は 

大判バスタオルと 
普通サイズタオル 

申込みＱＲコード 

 総務部主催  手作り教室 

コットンパールネックレス 

〖日    時〗7月 1日（金） 
       10：00～11：00 
〖場    所〗小坂公民館 2階ホール 
〖講    師〗西村 久美子氏 
〖参 加 費〗1,000円（事前集金） 
〖持 ち 物〗安全ピン・細い目打ち 

・平ペンチ（あれば） 

〖募集人数〗15名（先着順） 

申込みＱＲコード 

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　論語塾　珠算

4 土 休館日 パソコン　珠算 19 日 休館日

5 日 休館日 20 月 自彊術　俳句入門

6 月 自彊術 21 火 ３Ｂ体操　筆ペン　パソコン　珠算

7 火 ３B体操　筆ペン　パソコン　珠算 22 水 パソコン　囲碁

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

9 木 Ｆダンス　コーラス　珠算 24 金 ３Ｂ体操　太極拳　習字

10 金 ３Ｂ体操　太極拳　習字 25 土 休館日 珠算

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 ３Ｂ体操　珠算

14 火 ３B体操　筆ペン　珠算 29 水 囲碁

15 水 大正琴　囲碁 30 木 Ｆダンス　コーラス　珠算

３Ｂ体操　太極拳　習字　フラワーアレンジ　編み物

※ 囲碁・３Ｂ体操は６月お休みです 


