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公民館の今後の予定 

１０月１６日（日）  小坂校下文化祭 

１１月１２日（土）  ワンコイン寄席 

11月２７日（日） フレッシュテニス大会 

令和４年度 

小坂校下社会体育大会 

【日時】９月１８日（日） 午前 9時より 

【場所】北鳴中学校グラウンド 

プログラム 

1. デカパン競争（町会対抗） 

2. わんぱく競争（小学生 1～3） 

3. 初めてのおつかい（小学生未満） 

4. 鶴亀ゲーム（６５歳以上） 

5. 玉入れ（町会対抗） 

6. めざせ！Ｊ1競走（小学生 4～6） 

7. それ！急げ！避難開始（中学生以上） 

お楽しみ抽選会 

8. メドレーリレー（町会対抗） 

総務部主催  天気のお話 

気象と地球温暖化 
   

申込みＱＲコード 

〖日    時〗 9月 26日（月） 
        10：00～11：30 
〖場    所〗小坂公民館 2階ホール 
〖講    師〗金沢地方気象台 
           技官 成瀬 孝幸 氏 
〖参 加 費〗500円（事前集金）  

お弁当付 
〖募集人数〗20名（先着順） 
〖持 ち 物〗筆記用具 

水分補給 

 第 3回ＳＤＧｓ小坂学級  

エネルギー講座とクラフト体験 

〖日    時〗9月 28日（水） 
       10：00～11：30 
〖場    所〗小坂公民館 2階ホール 
〖講    師〗北陸電力㈱石川支店 
           総務部地域広報チーム 
〖参 加 費〗1,000円（事前集金）  
〖募集人数〗20名（先着順） 
〖持 ち 物〗水分補給 

電気やエネルギーについて 
考えてみませんか？ 

※ 4回目は 10月 26日（水）です 

『沖縄から自然環境を学ぶ！ 
サンゴの不思議』 

       2,000円 

    （予約受付けております） 

申込みＱＲコード 

  総務部主催 

小坂幸子先生の 
トールペイント教室 

   

申込みＱＲコード 

〖日    時〗9月 12日（月） 

        9：30～11：30 

〖場    所〗小坂公民館 2階会議室 

〖講    師〗小坂 幸子 氏 

〖参 加 費〗1,000円（事前集金）  

〖募集人数〗5名（先着順） 

〖持 ち 物〗エプロン・面相筆（あれば） 

※ 2回で完成予定です。次回の日程は 

参加者で決定します。 

クリスマスツリーを描きましょう 

文化祭作品展示のご協力お願いします 



9月教室のお知らせ （囲碁はお休みです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 総務部主催  

身近な公民館で 
スマホ教室を開催します! 
 

   〖日    時〗 

   １０月 11日（火） 

      13：30～15：45（入門 1・2） 

           （14：30～14：45休憩） 

   スマホの特徴と種類・ボタン操作・マップ 

カメラ・メール文字入力・電話のかけ方 

１０月 25日（火） 

      13：30～14：30（応用） 

 
   金沢市電子申請の利用方法を学びます 

〖場    所〗小坂公民館 2階ホール 

〖講    師〗㈱ジョイテル 川淵 瑞政 氏 

〖参 加 費〗500円 （各５００円） 

事前集金です 

〖募集人数〗12名（先着順） 

〖持 ち 物〗水分補給 

※ 参加者全員同じスマホを使っての受講

になります。スマートフォンは、こちら
で用意します。 

※ 支援員の方もいますので安心して受講
できます。 

社会福祉協議会からお知らせ 

【地域サロン】 
9月 24日（土） フラダンス 
10月 8日（土） 歌謡舞踊ショウ 

 詳しくは民生委員まで 

老人連合会からお知らせ 

９月のグラウンドゴルフの予定 

９月 ７日（水） 練習会、大会参加申込締切 

９月１４日（水） 秋の大会（雨天順延） 

９月２１日（水） 練習会（予備日） 

９月２８日（水） 練習会 

お問合せ： 林 劭まで（252-2382） 

申込みＱＲコード 

応用編 

希望の方 

1 木 Ｆダンス　珠算　コーラス 16 金

2 金 ３Ｂ体操　太極拳　習字 17 土 休館日 パソコン　珠算

3 土 休館日 パソコン　珠算 18 日 休館日 小坂校下社会体育大会

4 日 休館日 19 月 休館日 敬老の日　　自彊術　俳句入門

5 月 自彊術 20 火 ３Ｂ体操　筆ペン　パソコン　珠算

6 火 ３Ｂ体操　筆ペン　パソコン　珠算 21 水 大正琴　囲碁

7 水 大正琴　囲碁 22 木 つまみ細工　Ｆダンス　珠算　 コーラス　

8 木 Ｆダンス　珠算　コーラス 23 金 休館日 秋分の日

9 金 ３Ｂ体操　太極拳　習字　 24 土 休館日 珠算

10 土 休館日 珠算 25 日 休館日

11 日 休館日 26 月 自彊術　小坂句会

12 月 自彊術　ヨガ　俳句入門 27 火 　　 ３Ｂ体操　珠算

13 火 ３Ｂ体操　筆ペン　珠算 28 水 パソコン　囲碁

14 水 絵手紙　パソコン　囲碁 29 木 Ｆダンス　珠算　コーラス

15 木 つまみ細工　Ｆダンス　 コーラス 　珠算 30 金 ３Ｂ体操　太極拳　習字　

３Ｂ体操　太極拳　習字　フラワーアレンジ　編み物

  総務部主催 

秋色の５種類の 
多肉植物の寄せ植え 

   

申込みＱＲコード 

〖日    時〗10月 3日（月） 
       10：00～11：00 
〖場    所〗小坂公民館  晴➡駐車場 

雨➡2階会議室 
〖講    師〗松下ガーデン 
〖参 加 費〗1,500円（事前集金）  
〖募集人数〗10名（先着順） 
〖持 ち 物〗水分補給 

土を扱わないので汚れません。 

気になる人はピッタリサイズの手袋をご持参ください。 

文化祭作品展示の
ご協力お願いします 

入門編 

希望の方 


