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日・曜 行   事 会   場 主  催 

２３日 

(日) 

第１８回 

わくわく文化祭 

富樫公民館・児童館・ 

富樫小学校 

文化祭 

実行委員会 

日   時 内     容 

５日 

水 

１０：００～１１：００ 
 

福祉コミュニティ施設 

かしの木館 

（円光寺 3丁目 21-36） 

楽々健康教室  「楽しい体操」 
（申込不要） 

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 
※ 体操しやすい服装 

１２日 

１９日 

１４日 金 
１３：００～１４：３０ 

 
富樫公民館ホール 

手づくりサロン （申込不要） 

作る物： 鈴まり小箱 
持ち物： はさみ ものさし  

洗濯ばさみ（４、5 個） 
参加費： ３００円（当日） 

２１日 金 
１０：００～１１：３０ 

 
富樫公民館ホール 

お元気サロン （申込不要） 

内 容： 落語を楽しもう！ 

和田 米夫 氏 

金沢市地域包括支援センターやましな 

２８日 金 

１０：００～１１：３０ 
 

福祉コミュニティ施設 

かしの木館 

（円光寺 3丁目 21-36） 

にじいろサロン （申込不要） 

内容： 福祉活動の体験談  

お話： 嶋 博 氏 

南部地区オレンジパートナー１期生  

馬替地区  元  民生委員児童委員 

２７日 木 

  

１３：３０～１５：００ 
 

寺地会館 

（寺地１丁目 5-37） 

八坂神社横 

 

認知症の方やその家族、地域住民… 

どなたでも気軽に集える交流の場です。 

内 容： 楽しく健康寿命をのばそう 

講 師： 理学療法士 剣村 禎宏  氏 

１０月の催しもの 

ＳＤＧｓ学級 「音楽の集い」 

～ピアニストによる生演奏～ 

日時： １１月 2 日（水） 19：30 開演 

場所： 富樫公民館ホール 

演奏者 中山 知子氏 

金沢市生まれ（富樫校下在住）。 

ハンガリー国立リスト音楽院に留学。 

アンサンブル金沢と共演 他 

金沢市フレッシュコンクール 審査員グランプリ賞受賞 他多数。 

ワンコイン５００円にて、校下の方どなたでもご鑑賞いただけます。 

事前に公民館までお申込みください。 

富樫公民館 ２４１－１９７１ 

～～全市一斉美化清掃デー実施のお知らせ～～ 

１. 日時：令和４年１０月１６日（日） 雨天決行 

概ね、７時頃から８時頃までとしますが、地域の実情により適宜変更可、

各町会にお任せします。 

２. 清掃場所：自宅周辺・道路・公園等の公共的場所 

町会の道路、空き地 [ 歩道・緑地を含む ] 及び小公園等の公共的施

設とするが、地域の事情を勘案して適宜実施してください。 

３. 清掃内容 

空き缶、タバコの吸殻、その他のゴミ等も拾い集めてください。 

４. 収集出来ないもの 

側溝の泥は回収しませんので、絶対に出さないでください。 

５. 拾い集めたゴミ 

ゴミは当日の朝８時３０分に指定の集積場所へ出してください。 

《主催 金沢市町会連合会》 

令和４年度『二十歳のつどい』についてのお知らせ 

対象者：平成１４年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方  

【ご案内】 

対象の方に封書（11月上旬頃発送予定）が届きましたら、会費（案内文

に記載）を添えて 12月 16日㈮までに事前に富樫公民館へお申込みくだ

さい。（代理可） 

 他の市町村に住民票があり、富樫校下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。 

✿特に、上記・の項目に該当する方は、富樫公民館へ 11 月 11 日㈮

までにお知らせください。  電話：０７６－２４１－１９７１ 

【式 典】 

日 時：令和５年１月７日（土）１３：００～ 

場 所：金沢国際ホテル 

金沢市大額町ルー８ 

電話：０７６－２９６－２６１１ 

公民館「歴史探訪」のお知らせ 

日本遺産 瑞泉寺と富山の名所を辿り 悠久の歴史に触れる旅 

日時： １１月２０日（日）  

出発 午前８時３０分（消防会館横駐車場） 

帰着 午後５時頃 

会費： 一人 ５，０００円（入館料・昼食・保険料含む） 

※ 富山ガラス美術館・富岩運河環水公園・瑞泉寺 

※ ホテルグランテラス富山 豪華 昼食 

申込み １０月１１日（火）から 公民館へ会費を添えてお申込みください。 

出発２日前（１１月１８日）から当日のキャンセルの場合、会費は返金

できませんのでご了承ください。 

２０名になり次第締め切ります。 

※コース等の詳細は、申込み時に資料をお渡しいたします。 

～富樫公民館・レクリエーション部～ 

令和４年１０月 

高齢者対象 「地域サロン」 
お問合せ： 富樫地区社会福祉協議会 ２４１－５３２７ 

裏 面 も ご 覧 く だ さ い 

オレンジカフェ寺地 

 

問合せ 241-8165 

金沢市地域包括支援センターやましな 

 



 

～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、ホームページもしくは QR コードからご覧ください。 

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にご連絡をください。         

 

 

【ニュースポーツ体験】 

参加者募集！！ 

～どなたでもご自由にご参加ください～ 

♦ 日時：毎月第一月曜日（１０月３日、１１月７日（月））10時～ 

♦ 場所：富樫公民館 ホール 

♦ 申込：毎回、申し込みが必要です。 

★ 内履きズック・飲料・汗拭きタオル・動きやすい恰好でご参加ください。 

・参加ご希望の方は公民館までご連絡ください。 

・人数になり次第締め切ります。 

富樫公民館 ☎ ２４１－１９７１ 

第３回(令和４年度)富樫フォトコンテスト 

募 集 要 項 

◉令和４年度の募集テーマ◉ 

① 通年テーマ 

「私が気に入った風景」 

テーマは、自由ですが、撮影場所を富樫校下内に限定します。 

期間：令和４年４月１日～令和５年３月３１日まで 

② 令和４年度テーマ 

「風を感じる風景」 

地域の限定は、ありません。 

期間：令和４年６月１日～令和５年３月３１日 

◉撮影条件について◉ 

 １．人物や許可の必要なものや場所は、事前に許可を得たもの 

 ２．他のコンテストに未応募のもの 

 ３．加工処理を加えていない写真 

 ４．著作権に抵触しないもの 

 ５．応募者は、小学生以上 

◉ 応 募 要 項 ◉ 

① 作品タイトル、②住所、③撮影場所・日時 

③ 氏名（ふりがな）、⑤年齢、⑥メールアドレス 

 ⑦電話番号、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 

スマホの場合は、データの解像度を上げてください。 

低解像度の写真は、選外となる場合があります。 

※メールで応募される方は、こちらのアドレスまで 

togashikouminkan@gmail.com 

※メールで応募されない方は、指定の応募用紙に必要事項を 

ご記入の上、写真をプリント（２Ｌ判）して、公民館にご 

持参願います。 

◉ 締 め 切 り ◉ 

令和５年３月３１日（金） 

◉審査について◉ 

 日 程：令和５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 5 年広報「富樫だより 6 月号」で発表 

 

〈視聴覚広報部〉 

 

地域のコミュニケーション 

ふれあい ミニバザー 開催 
日 時： １１月５日（土） 午前１０：００～１２：００ 

場 所： 福祉コミュニティ施設 かしの木館 （円光寺 3丁目 21-36） 

出店予定：  日用品 雑貨 手づくり小物・アクセサリー  

 野菜 果物 パン ジャム など 

その他： お車でのご来場はご遠慮ください。 

お願い： エコバッグと小銭を持ってきてください。 

お待ちしています！ 

主催： 富樫ボランティアの集い 

 

高齢者の「地域サロン」 

研修バスでプチ旅行 

①新しい県立図書館を見に行こう！ 

②珠姫の寺・天徳院を拝観します。 

日時  １２月１３日（火） 午後１時 出発 

集合時間 午後１２時４５分 

帰着時間 午後４時４５分 

集合場所  消防会館横の駐車場（ファミリーマート前） 

行き先 ①石川県立図書館   （金沢市小立野２丁目） 

 ②天徳院 珠姫のお寺 （金沢市小立野４丁目） 

参加費  無料 

募集人員  ２２名 （先着順） 

申込み  １１月１１日（金） 午前１１時から 電話のみ受付 

申込先  電話 ２４１－５３２７ （富樫地区社会福祉協議会） 
 

主催： 富樫地区社会福祉協議会 
 

～富樫校下婦人会より皆様へ～ 

まもなく、3 年ぶりの「富樫わくわく文化祭」を迎えます。 

婦人会では、今年も手づくり安心の地産地消製品の即売コーナーや皆様からの

ご提供品の即売コーナーを考えています。 

もし、皆様のお宅に不要の品がありましたら、是非婦人会にご提供をお願い

致します。下記にご連絡を頂ければいつでもお伺いいたします。 

連絡先：横川 ℡242-1548／山崎 ℡244-8332／井村 ℡244-6533 


