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ゆがみリセット体操教室 

★毎月第 4 水曜日※7 月 22 日㈬13：00～14:00 

場所：こまつまちづくり交流センター １F 和室 

参加費 700 円 

✩親子 de ゆがみ体操教室✩ 

★毎月第 3 木曜日※7 月 16 日㈭10：30～11：30 

 （産後ママ、お子様は首座ってから 2 歳まで対象） 

場所：南部公民館 

参加費 500 円 

   ※日程が都合により変更になる場合もございま

すので事前にお問合せ下さい。 

✩持ち物✩ フェイスタオル・ヨガマット(バスタオル） 

 ※動きやすい服装でお越し下さい。 

《予約・お問合せ先》 

TEL 080-3044-1515  奥村 あかね 

メール happyarc2525@gmail.com 

※各講座、事前連絡お願いします。当日参加も OK！！ 

 Facebook ページ/アメブロでもご連絡 OK! 

「カイロプラクティック アルク」→検索♪ 

 

 親子ヨガサークル 

✩第 3 金曜 10：30～12：00 

参加費：500 円（要予約） 

場 所：こまつまちづくり交流センター 

河津 智恵香 ☎090-5017-7494 

✉sakanatti.k@ezweb.ne.jp 

 

はづちをかわら版 

◆陶芸教室  

開催日:7 月 26 日㈰、8 月 1 日 

場 所：寿座または湯上がりサロン 

時 間：10 時～16 時（製作時間は 2 時間程） 

参加費：①ふつうコース→2,000 円/各回 

    ②プチ陶芸コース→1,500 円 

    ③絵付け→1,000 円～2,000 円 

   ＊1 回のみの参加もＯＫ 作るモノは自由です 

新企画 楽やきでお抹茶茶碗作ってみませんか？ 

【お申し込み・お問い合わせは】 

はづちを事務局まで 

TEL（0761）77－8270 

 

 

 

助成金情報 

 

★自動車購入費助成 

《社会福祉》主として障害者の福祉活動を行う団体 

《募集締切》７月 15 日（水） 

公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団 

 詳しくはこちら⇒  

 http://www.sjnkwf.org/ 

 

★PanasonicNPO サポートファンド 2015 年度募集 

｟社会貢献》NPO/NGO がより戦略的に社会課題 

を解決できるよう、組織基盤の強化を応援 

助成対象：環境分野…環境問題に取り組む NPO/NGO 

 子ども分野…子どもたちの健やかな育ちを応援する 

       NPO/NGO 

助成金額：1 団体への上限 200 万円 

助成総額：環境分野 1，500 万円、子ども分野 1，500

万円 

｟募集期間》7 月 16 日（木）～31 日（金）必着 

 詳しくはこちら⇒  

  http://panasonic.co.jp/citizenship/pnsf/ 

 

★第 10 回企業＆NPO 協働アイデアコンテスト 

 エントリー   7 月 31 日(金) 

 アイデア募集  8 月 1 日(土)～9 月 15 日(火) 

特定非営利活動法人パートナーシップ・ 

 サポートセンター（PSC） 

名古屋市千種区池下 1-11-21 TEL：052-762-0401 

 詳しくはこちら ⇒   

http://www.psc.or.jp 

 

★2015 平成 27 年 活動助成 

≪社会貢献≫ 

宗教的精神に基づく社会・平和活動、地域で展開 

される草の根活動に助成 

 助成金額 1 件当たり 上限 100 万円 

 助成総額 1,000 万円程度 

≪募集期間≫ 後期：7 月 1 日(水)～8 月 13 日(木)  

(公財)庭野平和財団 

詳しくはこちら ⇒   

http://www.npf.or.jp/ 

 

 

 

▶石川県九谷焼美術館のご案内 

第 38 回 

 伝統九谷焼工芸展選抜加賀展 

 ～現代九谷の輝き～ 

7 月 12 日㈰まで 

          石川県九谷焼美術館にて 

◇茶房古九谷ギャラリー◇ 

 ✩開催中✩ 

 「うつわ遊び」～7 月 15 日㈬まで 

 

<さろんど九谷> 

季のしらべとおはなし 

★日時：7 月 4 日㈯ 13:30～１４:30 

★場所：石川県九谷焼美術館 2 階ホール 

 入場無料 

✩朗読✩中西律子 高田宏著エッセイより 

✩演奏✩グレイストリオ grace trio 

       鈴木昌季（クラリネット）田 裕貴枝（ピアノ） 

    広沢多紀子（ボーカル） 

【予定曲目】 愛の夢第 3 番（リスト作曲）ほか 

お問合せ先：茶房古九谷 ☎0761-72-6366 

主催：NPO 法人さろんど九谷 後援：北國新聞社 

 

小松原大学 講座 

 

7/21 日(火) 於丸中集会室 

  13 時～ 市政新 10 年ビジョン和田市長 

 

  14 時～30 分間 市長と語ろう 

 

◎特別聴講生募集 

  今回の聴講費は無料です 

  お申込 先着 30 名様 

    お申し込みは 

 0761-24-5805 

  担当 柴田、荻野まで 

 

 

 

 

グリーサポート講演会 

悲しみが人をつなぐ力        

◇講師 社団法人リヴオン代表理事 尾角 光美氏 

◇日時 2015 年 7 月 20 日(月・祝） 

       午後 1：30～4：00 頃 

◇場所 小松市東町 勝光寺 

◇)参加費 ¥300(18 歳以下無料） 

✩無料託児がございます御希望の方は 7 月 10 までに 

 nomura@gokuraku-net.org (勝光寺・のむら） 

  へお申込みください 

◇主催 グリーフシェアリング小松  

     いのちを考える実行委員会 

◇お問い合わせ 小松東町 勝光寺                 

TEL0761-22-0797 

 

合唱団員募集！ 

第 13 回みんなでうたう 

小 松 第 九 コ ン サー ト 

老若男女を問わず、一流の音楽家と 

一緒にステージにのぼってみませんか？ 

初めてでも大丈夫！！ 

平成 27 年 12 月 20 日(日)   開演 16：00 

     石川県こまつ芸術劇場うらら大ホール 

♪指 揮♪ 井上 道義 

♪管楽器♪ オーケストラアンサンブル金沢 

 ソリストは未定です 

♪主 催♪ 小松第九をうたう会・小松市音楽協会 

♪後 援♪(予定）小松市経済観光文化部・ 

    小松市教育委員会・小松文化協会 

募集要項 

参加資格：中学生以上 合唱経験不問 

（中学生は保護者同伴） 

募集人数：約 250 名 

      締め切り 平成 27 年 7 月末 

参加費： 一般 10,000 円 高校生以下 4,000 円 

【お申し込み・お問い合わせ】 

 事務局 〒923－0911 小松市大川町 1丁目 34－5 

福島知朗宛て 

 E-mail:tom_alto@hotmail.com 

  TEL:090-2373-2822  FAX:0761-22-0018 
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