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８・９月の催しもの

【令和３年度「成人式」についてのお知らせ】
✿

日・曜

8/3 日
（火）

行

事

場所・時間
ゆのくにの森
9：00～15：00
出発 到着

夏休み三世代交流バス遠足
～ゆのくにの森
オルゴール飾りつけ体験～

主

催

✿
公民館
児童館
子 連

市民防災訓練

富樫小学校
体育館・グラウンド
9：00～

富樫校下
自主防災会

9/6 日
（月）

すずらん学級開級式

公民館ホール
13：30～

公民館

24 日
（金）

すずらん学級
手づくり講座

公民館ピロティ
9：30～

公民館

26 日
（日）

第３０回
グラウンドゴルフ大会

額谷芝生公園
＆運動広場
8：30 開会式

公民館

『富樫防災講座②』

公民館２階ホール
19：30～20：30

富樫校下
町会連合会

29 日
(日)

27 日
（月）

対象者

平成１３年４月２日から
平成１４年４月１日までに生まれた方
式典出席者把握のため、下記・の項目に該当する新成人の
方は、早めに公民館までお知らせ下さい。（076-241-1971 )
 就学・就職等で他の市町村に住民票があり、
公民館主催の式典に出席希望の方。
 富樫校下に住民票があり、他校下の式典に出席希望の方。
※１０月頃に改めて詳細の《回覧》お知ら
せ致します。ご覧下さい。
成人式

日時 令和４年１月８日（土）
１３：００～
会場 金沢国際ホテル
（金沢市大額町ルー８）

～公民館からのお知らせ～
今後の公民館事業はステージ３で中止とします。
（事業開催の２週間前に判断し、ホームページなどでお知らせ
します。尚、事業直前でステージ 3 の時も中止と致します。）

公民館休館のお知らせ

８月１３日（金）～１６日（月）は休館します。

ステージ２で開催の場合は、感染対策を万全にして行いたい
と思います。【ステージ指数：石川県のモニタリング指数による】
結ネット、ホームページなどにも周知して行きます。

9 月 27 日（月）開催『第 2 回 富樫防災講座

備蓄品は食料だけ

皆様のご理解ご協力をお願い致します。

では足りません～我が家に必要な種類と量～』に参加ご希望の方は、
事前に富樫公民館までお申込みください。
富樫公民館 241-1971

《富樫校下婦人会 女性県政学習バスのご案内》

※成人式は金沢市の事業にあたるため、市の方針に従ってこ
の基準の限りではありません。

～『地 域 安 全 の集 い』のお知 らせ～
 日時：９月１９日（日）９：３０～

○日

時 ： ８月３１日（火） 集合時間 9:00／出発時間 9:15
帰着予定 16 : 00 頃

場所：公民館 ２階ホール

《富樫校区交通防犯対策協議会》協賛＝富樫校下各種団体長連絡協議会

○集合場所 : 富樫消防会館横 駐車場
○行 き 先 : ①手取川宮竹用水第一発電所
②能美市九谷焼美術館「体験館」

令和３年８月

福祉だより

高齢者対象「地域サロン」

③昼食「みや川」

（連絡先）富樫地区社会福祉協議会

④野々市市郷土資料館(旧魚住家住宅)

日

時

内

☎241-5327

容

⑤喜多家住宅
⑥石川県立大学“身近な自然環境”についての DVD 視聴

楽々健康教室「楽しい体操」（申込不要）

４日

○参 加 費 : 3,200 円(昼食代、絵付け代、入館料、保険料)

水

・婦人会員でない方は、別途 400 円頂きます。
・代金は当日お願いします。

10:00～11:00

１８日

福祉コミュニテイ施設

かしの木館
（円光寺３丁目 21-36）

無理なくできる体操です！
内容/今日も生き生き！『楽々１００歳 体操』
持ち物/ 飲物・タオル・ズック
参加費/ ５０円（当日）
※体操しやすい服装

○募集定員 : 20 名（定員になり次第締め切ります)
○申込・お問合せ: 8 月 2 日（月）、3 日（火） 10:00～12:00
富樫公民館 TEL241-1971
〇持 ち 物 : 筆記用具・健康保険証(写し可) ・マスク・飲み物
※新型コロナウイルス感染対策として、体調の優れない方(咳やのどの痛み、味
覚、嗅覚の異常がある方など)ご参加はご遠慮ください。

◎今後も感染予防にご協力お願いします。

『第 30 回グラウンドゴルフ大会』

第２回 富樫公民館フォトコンテスト
□令和 3 年度の募集テーマ
テーマ① 私の好きな華(いろどりのある場面や花を含む）のある風景
テーマ② どうしても気になった石(岩を含む)のある風景
コンセプト： 見て思わず微笑みが出る様子や不思議な光景を表現してくだ
さい。
□撮影条件について
1、撮影された場所は、富樫校下に限らない。
2、人物や許可の必費なものや場所は、事前に許諾を得たもの。
3、撮影期間は、令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月まで。
4、他のコンテストに未応募のもの
5、応募者は、小学生以上
6、応募要項
①作品タイトル
②住所
③撮影 場所・日時
④氏名(ふりがな)
⑤年齢
⑥電話番号
⑦メールアドレス
⑧コメント(1 点 50 字以内)
⑨応募点数は、1 人 2 点まで
⑩写真のデータ容量は、1 点 3MB 程度
写真プリント(2L 判)を公民館に持参ください。
メールで応募 togashikouminkan@gmail.com
□応募締切
令和４年３月３１日（木）

～みんなで参加しよう！！～
【練習日をつくりました】
・場所：バラ公園
・日時：8/18㈬～9/20㈪ 毎週 月・水・金
午前 7 時～9 時（雨天中止）
開始 20 分前までにお集まりください。
♦用具をお持ちの方はご持参ください。お持ちでない方には貸出します。
♦参加希望の方は、
担当:田村（℡090-3888-7828）まで事前連絡をお願いします。
富樫グラウンド・ゴルフクラブ 会長 今岡 貫也

□審査について
日程 ： 令和 4 年 4 月から 5 月中
審査員 ： 富樫公民館館長、視聴覚広報委員、
アドバイザー池田ひらく氏（石川県写真家協会会員)
□結果発表
富樫公民館公式ホームページ及び令和 4 年広報「富樫だより」６月号で
発表

いつでも♪どこでも♪誰でも出来る♪
明るく楽しい運動です。
日本発祥のスポーツです。 『富樫グラウンド・ゴルフクラブ』は約 40 名が活
動しています。和気あいあいと楽しく活動しています。興味・気になる方、お申
込み・お問合せ お待ちしております。
連絡先:田村（℡090-3888-7828）

見学

日本習字 生徒募集

いつでもどうぞ

～正しく、美しい文字をめざして～
・対象
・練習日
・場所
・月謝
・入会金
・手本代

（無料体験２回)

幼児・小学生
月曜日、水曜日（14：00～17：00)
富樫公民館 1 階 集会室
月４回 3,500 円 その他 用紙代など
1, 000 円
6, 900 円(１年分)、 3,750 円(半年分)
習字セット無料進呈キャンペーン中 (9 月１７日まで)

硬筆、毛筆共に基礎からしっかり教えます。
連絡先

上田翠園

☎080-3048-8546

～サークル活動を公民館で開きませんか～
地域のコミュニティの場「富樫公民館」を利用して、サークル活動・各種教室や１回限りのスポット会議の場と
しても気軽にご利用ください。
（子どもが対象・趣味・娯楽の教室など）
当館には、ホールから和室まであります。
詳しくは、表面 QR コードなどからホームページをご覧ください。
ご利用は、平日を原則とし土・日・祝日は休館となります。
お気軽に富樫公民館までご連絡ください。

