
～～ チャリティーバザー 協力品のお願い ～～ 

世界の子供たちを救おう！ 
チャリティーバザー開催 

主催；金沢市地区赤十字奉仕団連絡協議会 

日本赤十字社石川県支部 

 開催日時（予定）平成２９年５月２１日（日）１０：００～１4：００ 

 開催場所 アルプラザ金沢店（金沢市諸江町） 

 協力品目 浴用石鹸・シャンプー・リンス・洗濯洗剤・ 

台所用洗剤・タオル・バスタオル・衣類（新品のみ）・ 

陶磁器（新品のみ）等 

※ プラスチック製品はご遠慮願います。 

◎ ご協力頂ける皆様へ 

協力品は、５月１６日（火）までに富樫公民館へご持参ください。 

《富樫赤十字奉仕団（富樫公民館内）；241-1971》 

４月９日(日) は、富樫校下【一斉美化清掃・側溝のどろ上げ】 

皆様のご協力をお願いいたします。 

１．  側溝から上げた泥は、土のう袋に入れ、側溝沿いの目につきや

すい所においてください。なお、小路・袋小路など収集車が通れ

ない所は表通りまで出してください。 

２．  土のう袋は翌日から順次収集しますが、収集量が多い地区は、

週末までかかる場合もありますので、ご了承ください。 

３．  側溝の泥以外のゴミは分別して、半透明のゴミ袋に入れ、指定

された集積場所へ出してください。 

主催；金沢市町会連合会  

         後援：金沢市リサイクル推進課 ℡：220-2302 

        

平成２９年度『富樫すずらん学級』学級生募集のご案内 

☆テーマ“女性にやさしい出前講座”～いつまでも若々しく！～ 

開級式及び講師による学びの講座《年間プログラム配布》 

１．出前講座：石川県健康福祉部健康推進課 

【生活習慣病予防 ヘルシー＆デリシャスメニューのお話し他】 

２．施設見学・体験講座： 

 テーブルマナー講習＆金沢市埋蔵文化財センター他見学 

３．音楽の集い： 県立音楽堂ロビーコンサート 

  歌唱指導者 能千代氏の歌鑑賞 

 ご指導により皆さんで歌いましょう～♪ 

４．手作り講座： フラワーアレンジメント 講師 谷内幸鈴氏 

５．閉級式：手指のケアー&ハンドマッサージ 講師 内田真里氏 

・会費 無料（内容によって実費負担有） 

・時間は原則として 19:30～ 一部変更の場合あります。 

・申込みにより、学級生として登録された方の参加と致します。 

・主催：公民館（年間プログラムは予定です。一部変更の場合もあります。） 

・申込締切・・・４月末日 公民館 ２４１－１９７１ 

富樫だより 
発行：公民館 視聴覚広報部 

２０１７年 

４月 

富樫公民館・町会連合会 

ＴＥＬ；２４１－１９７１ ＦＡＸ；２４１―５９１０ 

ホームページ；http://togashi-pub.com/ 

富樫福祉関係団体 

ＴＥＬ；２４１－５３２７ ＦＡＸ；２４１－５９１０     

金沢市山科１－６－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行   事 場 所 主 催 

１２日（水） 
開級式        

パソコン講習会 

公民館研修室 

15：00～ 
公民館 

 

第８５回 『体育まつり』のお知らせ 
 日時 5月２８日（日） ８：３０ ～ 開会式  ※雨天中止 

 会場 富樫小学校グラウンド 

町会代表者の方へ 
校下ソフトボール大会抽選会をお昼時間に体育館で行うのでお集まりください。 

（少年連盟・体育まつり実行委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年４月 高齢者「地域サロン」ご案内 

富樫地区社会福祉協議会 

（事務局）山科１丁目６－８ 富樫公民館 2 階 

TEL ２４１－５３２７  

日   時 内     容 

５日 

水 

10：00～11：00 

福祉コミュニテイ施設 

かしの木館 

（円光寺３丁目） 

「楽々健康教室」（申込不要） 

参加費／５０円（当日） 

内 容／楽々１００歳 体操 

持ち物／飲物、タオル、ズック、体操しやすい服装 
１９日 

７日 金 
13：00～15：00 

ハッピータウンクオレ 

筋力トレーニング 

会員 

７日 金 
10：00～11：30 

公民館ホール 

お元気サロン（申込不要） 

内容／今の私はどれくらい 体操 

協力／金沢市地域包括支援センターやましな 

１４日 金 
13：00～16：00 

公民館ホール 

「健康マージャン道場」 

会員 

１４日 金 
13：00～15：00 

公民館研修室 

手づくりサロン（申込不要） 

毛糸で編む「ピエロのタオル掛け」 

持ち物／参加費３００円（当日） 鍵針８号  

１８日 火 
10：00～12：00 

かしの木館 

お茶サロン（申込不要） 

楽しいゲーム 

持ち物／参加費１００円（当日） お茶・お菓子付き  

２８日 金 
13：00～16：00 

公民館ホール 

「健康マージャン道場」 

会員 

 

【平成２９年度 スポーツ事業・三大事業予定】 

５／２８（日）第８５回 体育まつり（富樫小学校） （予備日なし） 

６／１８（日）第４４回 富樫校下ソフトボール大会（久安広場） 

（予備日なし） 

７／２２（土) 第１４回 富樫わいわい夏まつり（富樫小学校） 

（予備日なし） 

８／２７（日）防災講演会（公民館／校下防災訓練） 

１０／１（日）第２６回 グラウンドゴルフ大会（額谷芝生＆運動広場） 

（予備日なし） 

１０／1５(日）第１３回 富樫わくわく文化祭（富樫小学校） 

【平成３０年】 

１／ ６（土）「成人式」金沢国際ホテル １３：００～ 

１／２８（日）第１４回 ボウリング大会（ジャンボボール）１０:００～ 

 

～裏面もご覧ください～ 

４月の催しもの 

お詫びと訂正 

富樫だより３月号の｢第１３回ボウリング大会結果報告｣の記事に 

誤りがありました。 

 小学生の部準優勝の「竹内太一」君は、正しくは「竹村太一」君です。 

 ここに謹んでお詫び申し上げます。 

                       公民館・視聴覚広報部 



富樫フォークダンスサークル 
《初心者教室》開催案内について 

※ ４月５日（水）１０：００～１２：００ 

※ 場所：公民館ホール 

※ 会費：１回３００円 

室内履きを持ってきてください。 

お問い合わせは、下記までご連絡ください。 

連絡先： 佐野亜輝子 ＴＥＬ ２４２－８３８９ 

 富樫公民館 ＴＥＬ ２４１－１９７１ 

 

少林寺拳法教室のご案内 
尐林寺拳法では、「半ばは自己の幸せを半ばは他人の幸せを」という 

言葉のもと、技の修練を通し、自信と勇気と行動力を身につけ、自 

分のことだけではなく、相手を思いやれる「本当の強さ」を目指し 

ています。 

毎週みんなで明るく大きな気合で練習しています。 

 見学、体験、何度でも自由です。 

 ・練 習 日 火曜日 １８：００～１９：３０ 

・対 象 幼児～高校生 

・練習場所 富樫公民館 

※ 連絡先  村島いずみ ０９０－２３７７－２７０８ 

 

お花の教室からのお知らせ 

四月からの生徒さん募集します。 

毎月第１・第３月曜は午前１０時～１２時 

詳しい事は、教室見学の上、申し込んで下さい。 

 谷内幸蛉まで 電話 自宅 ０７６－２４７－４３５７ 

  携帯 ０９０－７０８１－３８９５ 

 

日本習字 生徒募集 
～正しく、美しい文字をめざして～ 

 ◆ 対 象 幼児・小学生 

 ◆ 練 習 日 月曜日 ２：００～５：００ 

 ◆ 練習場所 富樫公民館 １階 集会室 

 ◆ 月 謝 ３，５００円 その他 用紙代等 

 ◆ 入 会 金 １，０００円 

 習字セット無料進呈キャンペーン中 （９月２０日まで） 

 硬筆、毛筆共に基礎からしっかり教えます。 

 見学、無料体験 いつでもどうぞ。 

 申込先 上田翠園 電話 自宅 ０７６－２４３－５７８６ 

  携帯 ０８０－３０４８－８５４６ 

 

●不要になった木綿の古布を集めています● 

前回、皆様から戴きました品物を有効に活用することができました。 

ありがとうございました。 

今回も、日本手ぬぐい、タオル、バスタオル（薄手）、Ｔシャツ等、 

『吸水性のある木綿』の古布を集めています。ジーンズ等の厚手の生地

は利用できませんのでご遠慮させていただきます。 

戴いた木綿の生地は、使用目的に合わせて処理をさせていただき,介

護施設やその他に贈呈いたします。 

今回も公民館玄関の下足箱に向かって左側の「古い木綿のポスト」と

書いた常置の箱の中にご自由にお入れ下されば幸いです。 

尚、古布は洗濯し糊付けをしないものでお願いいたします。 

皆様のご支援をよろしくお願いいたします。 

富樫ボランティアの集い 

 

学級生募集！！ 

 

男女共同参画いっしょに合唱しましょう！ 
 練習日  毎月第１・３火曜日 １４：００～１５：３０ 

 年会費  １,０００円 

申込みは公民館まで！！ 随時受付いたします。 

公民館℡ ２４１－１９７１ 

 

～生涯学級～（公民館・文化教養部） 

公民館からのお知らせ 

公民館の部屋を利用してサークル教室を開きませんか？ 

 

日中では、月曜・火曜・金曜日の午前中が比較的空いております。 

夜間をご希望であれば火曜・水曜日が利用できます。 

 

使用時は規定の料金がかかります。 

詳しいことは、直接公民館までお問い合わせ願います。 

    ℡２４１－１９７１  


