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 金沢市小坂公民館    住所 金沢市小坂町北 312 
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社会福祉協議会からお知らせ 

4月  8日（土） お楽しみ会 
5月 13日（土） 防災講座 

詳しくは民生委員にお尋ねください 

小坂校下町会連合会からお知らせ 

新入学生・新社会人の初々しい姿が見られる４月となり、公民館も令和５年度のスタートを切る

ことになりました。 

館長の私は任期２年の２年目となりますが、各町会から新たな公民館委員も選出をして頂き、

主事・主事補共々心してコロナ後の事業運営にあたっていく所存です。 

当面は、４月１２日(水)に振興協力会の総会を開き事業計画と予算を決定し、１５日(土)には公

民館委員総会を開催し、委員の皆さんに事業計画を確認してもらうとともに、各部への所属を決

めさせて頂きます。引き続き１９日(水)に運営審議委員会を開催し、公民館の管理運営に対し大

所高所から助言を頂くこととしています。 

また今年度の施設整備として、２階調理室の調理台の更新と今冬に凍結した外部給水管の保

温工事を予定しており、いずれも市の内諾を得ていますので取り組みを進めてまいります。 

皆様には引き続き公民館事業に、変わらぬご支援を頂きますようお願い致します。 

館長 田中  仁 

4月 9日（日）は『どろあげ』と『一斉美化清掃』 

の日です。みんなの手で自分たちの住む町を 

きれいにし快適な環境で暮らしましょう！ 

蓮の実女性学級と総務部共催  

開級式＆ 
初夏のさわやかコンサート 

〖日 時〗6 月 21 日（水） 
   10：00～10：15 開級式 

10：15～11：30 コンサート 
      （途中休憩あります） 
〖場 所〗小坂公民館２階ホール 
〖演 者〗秋田祐希氏 佐々木美奈子氏 

上野幸歩氏 佐々木由美氏 

   楽器 ♪テナートロンボーン♪歌 

      ♪バストロンボーン♪ピアノ 

〖参加費〗2,000 円（事前集金） 
（チケット代＋お弁当代） 

〖募集人数〗30 名様（先着順） 
〖申込締切〗6 月 14 日（水） 

申込みＱＲコード➡ 

令和5年

５月１4日（日） 町会対抗グラウンドゴルフ大会 戸室スポーツ広場

芝生広場

５月２8日（日） 町会対抗ソフトボール大会 北鳴中学校

７月  2日（日） 町会対抗Ｈ.Ｋ.Ｂ.大会 北鳴中学校

９月１7日（日） 小坂校下社会体育大会 北鳴中学校

１０月１5日（日） 小坂校下文化祭 小坂公民館

                         （作品展示期間あり　15日～20日）

１１月１1日（土） ワンコイン寄席 小坂公民館

１１月２6日（日） 町会対抗フレッシュテニス大会 北鳴中学校

１２月  3日（日） 消防訓練・大掃除 小坂公民館

令和6年

１ 月　7日（日） 二十歳のつどい ホテル日航金沢

※ 町会対抗グラウンドゴルフ大会・町会対抗ソフトボール大会

に関する詳細は追って町会長さんへご連絡します。 



4月教室のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

遺跡クラブ主催  バス研修 

浅井三姉妹の郷と 
関ケ原古戦場めぐり！ 

〖日  時〗5 月 20 日（土） 

6：50出発 （時間厳守） 

〖場  所〗小坂公民館 駐車場 

〖参 加 費〗5,000 円（事前集金） 

〖募集人数〗35 名様（応募締切 4/27） 

〖持 ち 物〗筆記用具・水分補給 

 

 

≪行程≫ 
公民館出発（6：50）➡ 浅井歴史民俗資料館 
➡ 姉川古戦場 ➡ 関ケ原古戦場記念館（昼
食・見学） ➡ 古戦場めぐり（徒歩約３㎞）  
➡ 公民館帰着（19：30頃） 

4月 28日（金）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。 

申込みＱＲコード 

老人連合会からお知らせ 
◆４月囲碁の練習日 

５日、12日、１９日、２６日です。 

◆４月のグラウンドゴルフ練習日 

  【日程】５日、１２日、１９日、２６日の水曜日 

  【時間】午前９時～ 【場所】城北中央公園にて 

  【担当】林 劭まで（    ２５２－２３８２） 

総務部主催   

初夏を彩る寄せ植え教室 

〖日  程〗5 月 19 日（金） 
〖時  間〗10：00～11：00 

〖場  所〗小坂公民館 
〖講  師〗松下ガーデン スタッフさん 
〖参 加 費〗2,000 円（事前集金） 
〖募集人数〗20 名様（先着順） 
〖持 ち 物〗手袋、移植ゴテ or土入れ 
       ガーデニング用のエプロン 

ＳＤＧｓ学級  開級式と記念講話 

人生１００年時代 
未来のための健康プロジェクト 

〖日  時〗5 月 30 日（火） 
    10：00～11：30 
〖場  所〗小坂公民館 ２階ホール 
〖講  師〗明治安田生命支社 社員さん 
〖参 加 費〗1,000 円（事前集金）お弁当代 

〖募集人数〗20 名様（先着順） 
〖持 ち 物〗筆記用具 

健康を守る市民の会よりお知らせ 

フレイルチェック 
【日  時】 6月 14日（水）13：30～15：30 

【場  所】 小坂公民館 2階ホール 

【会  費】 無料 

【定  員】 20名 

（65歳以上対象です） 

【持ち物】 内履き 

晴➡駐車場  
雨➡２階ホール 

申込みＱＲコード 

申込みＱＲコード 

1 土 休館日 パソコン　珠算 16 日 休館日

2 日 休館日 17 月 自彊術　俳句入門

3 月 自彊術 18 火 ３Ｂ体操　パソコン　珠算

4 火 ３Ｂ体操　パソコン　珠算 19 水 囲碁

5 水 囲碁 20 木 つまみ細工　Ｆダンス　コーラス　珠算

6 木 Ｆダンス　コーラス　珠算 21 金

7 金 3Ｂ体操　太極拳　習字 22 土 休館日 珠算

8 土 休館日 珠算 23 日 休館日

9 日 休館日 24 月 自彊術　小坂句会

10 月 自彊術　ヨガ 25 火 3Ｂ体操　珠算

11 火 ３Ｂ体操　珠算 26 水 囲碁　パソコン

12 水 絵手紙　パソコン　囲碁 27 木 つまみ細工　珠算　ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ　コーラス

13 木 Ｆダンス　珠算　コーラス　 28 金 3Ｂ体操　太極拳　習字

14 金 3Ｂ体操　習字　太極拳 29 土 休館日 昭和の日　珠算

15 土 休館日 パソコン　珠算 30 日 休館日

３Ｂ体操　習字　太極拳　編み物　フラワーアレンジメント


