
●第67回ひらがりのおはなしの会

耳で聴くおはなしの世界を楽しみましょう。

■時 12月1日㈰14時～　■場勝光寺（東町87）

■対どなたでもどうぞ。　■費100円　問小松

おはなしの会　☎/　46・1304

●しいたけの菌入れ体験

菌入れ体験を楽しもう　■時 12月14日㈯9時

30分～13時　■場 里山自然学校こまつ滝ヶ

原　■対 子供～一般　■定20人　■費 3,000円

（原木、昼食付）　問滝ヶ原鞍掛山を愛する

会　山下豊　☎090・5680・1548

●里山食堂in滝ヶ原

里山食堂を楽しもう。　■時 12月14日㈯11

時30分～13時　■場 里山自然学校こまつ滝

ヶ原　■定 40人（要予約）　■費700円　問里

山自然学校こまつ滝ヶ原　山下信子　☎

65・2376

●キャンドル♡ワンコインヨガ

キャンドルのほのかな灯りに癒され心も

体もほぐれる40分！初心者にもぴったり！

男性もぜひ　■時 金曜19時10分～　■場小松

市武道館2階　■費500円　問打田　yakaau

125@gmail.com（予約不要）

●「かなんぼ・かふぇ」で朗読会

読書の秋。山合いの静かなカフェで朗読

をご一緒にしませんか。　■時 11月28日㈭

10時～11時　■費500円　■場・問かなんぼ・か

ふぇ（観音下町）　橋本信子　☎090・2126・

7834

●「もっと輝いていいんだよ」講演＆朗読

フリーアナウンサー 笠井信輔と白山市の

白潟美栄子の講演＆朗読　■時 11月29日㈮

19時～21時　■費大人2,000円、高校生まで

1,000円　■場うらら2階小ホール　問輝き

実行委員会　☎090・9446・8108

●3周年ありがとうイベント“音の共演”

小松駅前のコミュニティスペース「駅前

コミュニティサロン友」3周年記念音楽イ

ベント“音の共演”開催！　■時 11月30日㈯

13時30分～　■費無料　■場・問駅前コミュ

ニティサロン友　☎090・1390・4027

●混声合唱団コールサンガ定期演奏会

第10回演奏会：「サンガミュージカルヒ

ストリー」など来て観て聴いて楽しんで。

■時 11月30日㈯18時30分開演　■場こまつ芸

術劇場うらら大ホール　■費入場料500円、

中学生以下無料　問佐々木　☎24・0660

●宮澤ミシェル講演会

事前申込不要！どなたでも入場可能です。

■時 12月8日㈰13時30分開演　■場 小松市民

センター　大ホール　■定 500名　■費無料

問小松大谷高校　☎44・2551

しみんの広場しみんの広場

●健康セミナー　インフルエンザの話

テーマ　インフルエンザの話　講師：小

松たんぽぽ薬局薬局長吉岡学先生　■時 11

月12日㈫19時～　■定15名　■持筆記用具　

■費 1,000円　■場 ・問駅前コミュニティサ

ロン友　島田　☎090・1390・4027

●花ゆう遊ボタニカルアート展

■時 11月13日㈬～17日㈰10時～16時30分

■場本光寺ギャラリー・サラ（本折町）　■費無

料　問𠮷岡　☎090・1633・8753

●お浄土に遊ぶPART2

会場をお浄土に見立ててアート展示、歌

や花、お茶、写経、水引、お話等楽しく体

験しながら遊ぶ。　■時 11月14日㈭～20日

㈬10時～18時　■場 松雲堂　■費500円　問

出村　☎090・4689・1934

●こまつの杜　理科＆ものづくり教室

理科教室『明りをつけよう！　～スイッ

チの不思議～』　■時 11月16日㈯9時30分

～11時45分　■場 こまつの杜2階教室　■対

小学3～6年生　■定 先着20名　■費無料　問

幸田　http://www.komatsunomori.jp/

●可愛く多肉植物を寄せ植えしよう！

■時 11月16日㈯10時～　■場 しあわせのい

え　■定 6名　■費2,500円　問しあわせのい

え　☎47・0309

●第3土曜フードシェアあったらモン

めざせ食品ロス0！　11月は賞味期限3週

間以上の未開封保存食品を募集　食品は

必要な団体へ渡します　■時 11月16日㈯10

時～12時　■場サンアビ　問北　food.attara

mon@gmail.com

●ふれあい松東まつり開催のご案内

屋台村、大鍋、舞台発表、作品展示、フリ

ーマーケット、松東中学校ブラスバンド

■時 11月3日㈰㈷10時～14時30分　■場ふれ

あい松東（長谷町49）　問宮橋勝栄　☎

41・1426

●やさしいエアロビクス

音楽に合わせて気持ちよく身体を動かし

ましょう　■時 11月5日、12日、19日、26日

いずれも火曜13時30分～14時30分　■場第

一コミセン　■費1回500円　問新保ともみ

☎090・1631・8474

●OEK小松定期公演2019「秋」

オーケストラアンサンブル金沢　小松定

期公演　■時 11月7日㈭19時開演　■場 こま

つ芸術劇場うらら大ホール　■費一般3,500

円　学生1,500円　問OEK小松友の会事務

局　吉岡　☎22・5552

●げきじょうまつり！2019

親子で楽しむ遊び・工作・お買物！「家

庭文庫おはなしのいえ」もやってくる！

■時 11月10日㈰11時～14時　■場 JA小松市

板津研修センター　問小松おやこ劇場　

☎/　21・4601

●チャーべクラブのカルチャー教室

八日市町家で学ぼう！　■時 フットセラピ

ー11月12日㈫　花・アレンジメント15日

㈮、21日㈭　グラスアート26日㈫　現代

マナー12月3日㈫いずれも14時～15時　■費

500円～1,500円　■場・問大杉　☎22・0979

●第73回小堀遠州流華道展

秋の花材の古典の花や盛花の力作をお楽

しみ下さい　■時 11月16日㈯～17日㈰9時～

17時（最終日16時まで）　■場 市民ギャラリ

ールフレ　■費 入場は無料です　問能口百

花店　☎22・7055

●出口則孝＆立見一クラシックギター

第25回ジョイントリサイタル2019　■時 11

月16日㈯19時～　■場 夢の本棚（旧十九番

館）　■費1,000円　問広崎　☎23・2465

●PC年賀状作成相談室（全3回）

パソコンで年賀状を作る時の困り事を解

決します　■時 11月19日㈫、26日㈫、12月3

日㈫9時30分～12時　■場第一地区コミュニ

ティセンター　■費100円/日　■持パソコン　

問山本　☎090・7748・9133

●「まちかふぇ・かまくら」で朗読会

読書の秋。朗読に興味のある方、絵本や

おすすめの本を持ち寄り、交流を兼ねて

楽しみませんか　■時 11月19日㈫14時～

15時　■場 ・問まちかふぇ・かまくら（今

江町2-434）　加藤　☎090・7082・2984

●クリスマスのインテリア作り

グラスアートでキラキラプレートを作ろ

う　■時 11月21日㈭10時～12時　■場 駅前

コミュニティサロン友　■費 1,500円　問

原田　☎090・7080・5282

●しあわせのいえ

◎子育てはっぴ～るーむ『落葉のコース

ター作り』　■時 11月21日㈭10時～14時　

■費無料　◎イングリッシュハンドベルコ

ンサート　■時 11月26日㈫10時30分～12

時　問しあわせのいえ　☎47・0309

●第42回くらしの書展

■時 11月22日㈮～24日㈰9時～17時　■場 市

民ギャラリー「ルフレ」　問三湖書道会　

新保寛石　☎090・2378・7279

●うるるん恋カフェ　11月

1対1のトークが3回できるお見合形式の婚

活　■時 11月23日㈯㈷　■場こまつまちづく

り交流センター　■定男女各3名　■費 男性

3,000円　女性1,500円　■申11月11日迄こま

つNPOセンターまで　☎46・6661

●きのこ観察会と食事交流会

きのこ観察会を楽しもう。　■時 11月23日㈯

㈷10時～13時　■場 里山自然学校こまつ滝

ヶ原　■対子供～一般　■定 40人　■費1,200円

（食事付）　問里山体験交流塾　山下豊　

☎090・5680・1548

●いちょうの会　30周年記念演奏会

■時 11月23日㈯㈷13時30分開演　■場 小松市

民センター　大ホール　■費 1,000円（高校

生以下500円）　問大畑　☎090・5177・

9073

●第19回　歌を愛する会

声楽を岐阜県在住の権泰孝氏に学ぶ!!　

一年間の練習の成果を発表　■時 11月24日

㈰13時30分開場、14時開演　■場 絵本館ホ

ール夢の本棚　■費 500円　問工藤　☎

090・8099・3904

●小松市民吹奏楽団第50回定期演奏会

特別ゲストにエリックミヤシロ氏をお迎え

します。ぜひご来場ください。　■時 11月24

日㈰14時～　■場 小松市公会堂　■費前売り

500円　当日800円（未就学児無料）　問団

長　中本　☎090・9767・4360

●ヴァイオリンとピアノのコンサート

W・ダヴィッド＆梯剛之　デュオ・リサイ

タル Ⅵのお知らせ　■時 11月26日㈫19時～

■場うらら小ホール　■費 一般4,000円、ペア

券（1人）3,800円、小学生2,500円　問オト

ガク　木田　☎22・9366

市民の皆さんによる催しや活動を紹介するコーナーです。

イベント募集や仲間づくりなどにご活用ください。

掲載希望の人は「広報こまつ しみんの広場掲載ガイドライン」を確認の上、掲載月の前月1日
（閉庁の場合は前日）までに広報秘書課に申請書を提出してください（郵送・FAX・Eメール可）。

ガイドライン及び申請書は市ホームページからダウンロードできます。
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※しみんの広場は営利・宗教・政治を目的と

しない市内の団体に紙面を提供するもので

文責は各団体にあります。

『市民ポータルサイト勧進帳』も

ご利用ください

http://kanjincho.jp/

広報こまつ［2019.11］23

こうた

で  ぐち のりたか たつ み はじめ

ゆう

リードこまつ2019 総合部門
とき　11月16日㈯、17日㈰　　ところ　こまつ芸術劇場うらら

○13時開演（大ホール）

こまつ能楽教室

小松能楽会

藤舎流 横笛教室

義太夫語りの会

歌舞伎囃子望月流 松菊会

宗家藤間流 藤間勘祇社中

宗家藤間流 藤間勘彩の会

河澄流社中

西川流 喜乃会 西川喜春社中

○13時30分開演（小ホール）

小松市吹奏楽協会

女声コーラスひまわり

石川吟詠会小松支部

合唱団La Vita

小松相撲甚句会

ぬくもり大学合唱クラブ ぬくもりーズ

コマツHAPPYMELODY児童合唱団

小松市ピアノ協会

若杉合唱の会 ワカペラーズ

○13時開演（大ホール）

こまつ歌舞伎教室

箏曲成美会・あけぼの会

ぬくもり大学歌謡舞踊

石川県リズムダンス協会小松支部

白楊モダンダンス研究会

渋川流剣詩舞道 小松会

加賀三湖太鼓

小松市民歌舞伎　

問い合わせ　小松市文化協会　☎22・4111　観光文化課　☎24・8130　

　市内で活躍する文化団体の皆さんの

舞台発表をお楽しみください。

11月16日土 17日日

◆展示　11月16日㈯、17日㈰いずれも10時～17時　　　　　◆ワークショップ　11月17日㈰10時～


