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※『音楽の集い』：事前に公民館にお申込みください。ワンコイン５００円にて 

ご鑑賞いただけます。中学生以下は無料。定員になり次第締め切りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日・曜 行   事 場所・時間 主  催 

2日(水) 
ＳＤＧｓ学級 

『音楽の集い』 

19:30開演 

演奏者 中山知子氏 

富樫公民館ホール 

富樫公民館 

13日(日) 
令和 4年度 

ニュースポーツフェア 

集合 8:30、午前で終了 

富樫小学校体育館 
富樫公民館 

20日(日) 
歴史探訪 

瑞泉寺その他 

集合 8:20、帰着 17時頃 
富樫公民館 

レクリエーション部 

25日(金) 富樫防災対策講座 
19：30～  

富樫公民館ホール 

富樫公民館 

富樫町会連合会 

日   時 内     容 

９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 

１６日 

３０日 

１１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：  刺し子のコースター 
持ち物：  針箱（針穴の大きい針を使い 

ます）、はさみ 
参加費：  ３００円（当日） 

１８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：  健康相談 

協 力：  らいふ薬局 

金沢市地域包括支援センターやましな 

２５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：  出前講座 

食品ロスを削減するために 

家庭でできる取り組みなど 

講 師: 金沢市環境政策課  

２４日 木 

  

１３：３０～１５：００ 
 

山科町倶楽部 

（山科 2丁目 2－25） 

山科 2丁目りす公園近く 

 

 

 

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：  ミュージックケア 

講 師：  日本レクリエーション協会 

利岡理香氏  

１１月の催しもの 
防災対策講座  

◇１１月２５日（金）１９：３０～  会場：富樫公民館２Fホール 

 『思いやりの雪すかし～除雪対策』 

    講師：金沢市道路管理課より 

◇１２月１２日（月）１９：３０～  会場：富樫公民館２Fホール 

   『災害時のボランティア活動』 

    講師：県政出前講座より 

◇２月１６日（木）１９：３０～   会場：富樫公民館２Fホール 

 『土砂災害から身を守るために』 

    講師：市道路建設課がけ地対策室より 

※地域の方はどなたでも無料で受講できます。 

参加ご希望の方は、事前に富樫公民館までお申し込みください。 

≪富樫公民館・富樫校下町会連合会≫   

令和４年１１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 

優良役職員表彰＆講演会 

◆ 日 時 １２月１２日（月） １９時００分～（表彰式） 

◆ 場 所 富樫公民館 ２階ホール 

      ※ 表彰式終了後、「青少年健全育成講演会」開催 

・題名：災害時のボランティア活動 

・講師：県政出前講座より 

参加をご希望の方は、事前に富樫公民館までお申込みください。            

≪公民館・町会連合会・青少年健全育成≫ 

 

生涯学習【迎春色紙・干支作り】のお知らせ 

◆ 日 時 １２月５日（月）１３：３０～１５：３０頃 

◆ 場 所 富樫公民館 ２階ホール 

◆ 参加費 ６００円（お抹茶・お菓子付き）当日ご持参ください。 

※２０２３年を迎える干支（卯年）を作ってみませんか。 

１１月３０日（水）までに、☎２４１－１９７１（富樫公民館） 

へお申込みください。 

令和４年度「二十歳のつどい」のご案内 

◆ 日 時 令和５年１月７日（土） 受付 １２：００～ 

式典 １３：００～  

◆ 場 所 金沢国際ホテル（金沢市大額町ル－８ ☎296-2611） 

◆ 対象者 平成１４年４月２日～平成１５年４月１日までに 

生まれた方 

◎富樫校下に住民登録されていない方で、式典に参加ご希望の方は 

11 月 11 日(金)までに公民館（☎241-1971）へご連絡ください。 

◎富樫校下に住民登録されている方は、１１月初旬に「二十歳のつ 

どい」のご案内をお送りいたします。    《富樫公民館》  

 

 

 

 

オレンジカフェ山科 

 

問合せ 241-8165 

金沢市地域包括支援センターやましな 

 

裏面もあります、ご覧ください。 



 

～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（１１月７日、１２月５日） 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・動きやすい服装でご参加ください。 

・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  

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： 富樫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 パン ジャム など 

お願い： お車でのご来場はご遠慮ください。 

エコバッグと小銭を持ってきてください。 

その他：当日は、リサイクル・フードドライブを実施します。 

 

◆ リサイクル 

  ペットボトルのキャップと缶のプルタブを回収します。 

◆ フードドライブ 

  対象の食品をお預りします。 

・賞味期限が 1カ月以上で未開封のもの 

・お菓子・飲料・乾麺・乾物・調味料・米・インスタント食品 等 

        ⇒ 福祉団体などに提供します。 

主催： 富樫ボランティアの集い   

 

高齢者の「地域サロン」～お知らせ～ 

研修バスでプチ旅行 

行き先  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 

と    き  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  富樫消防会館横の駐車場（ファミリーマート横） 

参 加 費  無 料 

募集人員  ２２名 （先着順） 

申込受付  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     


