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各種団体の総会のご報告

「コミュニティ林中」設立総会 開催されました

公民館だより林中

令和4年度林中公民館運営審議会の委員に新たに「川波 治」壮年会会
長が就任されました。また令和4年度の委員長に「竹中和幸」氏が、副委
員長に「山村弘志」氏が就任 され、１年間の任期を務められます。

林中公民館の活動について、１０名の林中公民館運営審議会の皆さまを
はじめ、林中地区の皆さまのご協力とご支援をよろしくお願いいたします。

林中公民館運営審議会委員決まる

なお、役員改選は次のとおりです。

4月に入り、林中地区の各種団体(下記)の総会が開催(又は書面議決)
され、令和3年度事業報告・収支決算、令和4年度事業計画・収支予算
（案）、及び役員改選がいずれも可決承認されました。

林中すみれ会

役職名 氏　名 役職名 氏　名 氏　名

支 部 長 松尾　卓也 会　長 松田外喜夫 中西美保枝

副支部長 竹中　和幸 副会長 中谷　秀夫 村本　朝子

副支部長 中川　久弥 副会長 若林　邑雄 ー

白山市防犯協会林中支部 林中教和会

林中グランド・ゴルフクラブ試合結果

白山望遠 撮影：塩崎 孝一

白山市では、市民と行政が協働で地域づくりに取り組む「市民協働で創る

まちづくり」を推進しており、林中地区では昨年3年10月にコミュニティ組

織のモデル地区への申請を行い、11月5日に「林中地区コミュニティ組織設

立準備会」が設立されました。設立以降、コミュニティ組織のモデル地区で

の試行的活動(地区カルテ作成・各種団体の活動実態作成・ワークショップ・

住民アンケートなど)と5回の設立準備会を開催し今年3月まで活動してまい

りました。

この度、設立準備会での試行的活動を終え、新たなコミュニティ組織の設

立へと移行するため、4月10日（日）34名の出席により「令和4年度林中

地区コミュニティ組織『コミュニティ林中』設立総会」が開催され『コミュ

ニティ林中』がスタートいたしました。

オープニングセレモニー
ｸﾞﾙｰﾌﾟ「花音」による演奏

ホームページのお披露目

竹中設立準備会会長

《公民館からのお知らせ》

5月2日(月)は休館となります。

役職名 氏　　名 町　名

委 員 長 竹中　和幸 乙丸町

副委員長 山村　弘志 木津町

委　　員 前多　武志 平松町

委　　員 杉村　　武 木津町

委　　員 本多　栄一 今平町

委　　員 川端　善伸 田地町

委　　員 津田　俊雄 平松町

委　　員 谷間　祐之 みずほ

委　　員 西村　君子 剣崎町

委　　員 川波　　治 木津町

※任期(1期：2年)　令和4年4月1日～令和5年3月31日

日 曜 行　　事

1 日

2 月 休館　まちづくり委員会

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金

7 土 詩舞　ｶﾎﾟｴｲﾗ白山

8 日

9 月 書道

10 火
地区社会福祉協議会理事会
ﾊｰﾓﾆｶ　ﾌｫﾄｻｰｸﾙ

11 水
人と文化編集委員会　あんずの会
囲碁　民謡

12 木 すずらん(琴)　山彦会

13 金 琴修会　ﾌﾟﾘﾃｨｰ･ﾚﾃﾞｨｰｽ　ｵｶﾘﾅ

14 土
書教室　お花のｻｰｸﾙ　絵手紙　詩舞
民謡　ｶﾎﾟｴｲﾗ白山

15 日 林中一周駅伝

16 月

17 火 すずかけ句会

18 水 あんずの会　囲碁

19 木
健康づくり　山彦会
美土里ﾈｯﾄはやしなか

20 金

21 土 書教室　詩舞　ｶﾎﾟｴｲﾗ白山　青年部

22 日 防災会研修　民謡

23 月 書道

24 火 ﾊｰﾓﾆｶ

25 水 あんずの会　囲碁　民謡

26 木 すずらん(琴)

27 金 琴修会　ﾌﾟﾘﾃｨｰ･ﾚﾃﾞｨｰｽ　ｵｶﾘﾅ

28 土
世 いちご狩り　書教室　お花のｻｰｸﾙ
詩舞　ｶﾎﾟｴｲﾗ白山

29 日

30 月

31 火

5月の行事予定

3月25日(金) 林中まちづくり委員会

4月  2日(土) 美土里ネットはやしなか

4月  3日(日) 林中壮年会(書面議決)

4月  9日(土) 林中教和会

4月10日(日) 林中地区コミュニティ組織

4月15日(金) 林中地区社会福祉協議会(書面議決)

4月16日(土) 林中地区自主防災会

5月  8日(日) 白山市交通安全協会 林中支部(書面議決)

終了の総会（報告）

今後の総会開催（予定）
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林中地区 各種スポーツ大会等日程

公民館だよりの台紙について

４月号から“公民館だより”のタイトル画が新しくなりました。

今年度は みずほ町の塩崎孝一(元教和会会長)さんの風景写真です。

数か月ごとに変わりますのでお楽しみください。

また、公民館だよりには地区の行事のお知らせ等が掲載されてい

ますのでぜひご覧ください。発刊日：毎月１回（第４木曜日）

※インターネットでも閲覧できます。

【コミュニティ林中】で検索

コピー料金の変更について

コピーサービスの料金が市指定（市立公民館統一）になりました。

①コピー料金 モノクロ 1枚10円（税込み）

カラー 1枚40円（税込み）

※用紙サイズ、両面 同額

②輪転機料金 モノクロ 1枚 5円（税込み）

印刷枚数30枚以上

※今後、白山市で設定の予定

③5月1日より上記の料金でお願いします。

《白山市教育委員会事務局生涯学習課》

6月12日 （日） 敬老のつどい

6月25日 （土） ふれあいグラウンドゴルフ大会

8月  6日 （土） 慰霊祭

8月11日 （木祝） 納涼夏まつり

9月11日 （日） 林中社会体育祭

10月  4日 （火） 後期団体長会議

10月22日 （土） 林中文化祭

～23日 （日） （芸能祭）
令和5年

1月  1日 （日） 新年祝賀会

1月  8日 （日） 白山市成人式

公民館行事予定

【日程・予定等について】

感染拡大防止のため《延期》・《中止》となる場合があります。

ご了承ください。

３月20日(日) 交通安全協会林中支部(支部長 髙崎正

志)の方々が地区のカーブミラー・交通安全立て看板の

清掃及び点検を行いました。

みなさん、お疲れさまでした。ありがとうございま

した。

これからも気をつけて安全運転でいきましょう！

カーブミラー・看板の

清掃・点検

林中グランド・ゴルフクラブ試合結果

《3月月例大会》

《第1回大会》

【男子の部】

優  勝 森　　義孝 (上二口)

第2位 広瀬　光興 (剣　崎)

第3位 米尾　利宏 (上二口)

【女子の部】

優  勝 木村美恵子 (菅　波)

第2位 田中　佳子 (みずほ)

第3位 吉田美和子 (菅　波)

3月23日(水)　海浜公園多目的広場

参加者24名　

【男子の部】

優  勝 広瀬　光興 (剣　崎)

第2位 森　　義孝 (上二口)

第3位 魚谷　章人 (みずほ)

【女子の部】

優  勝 吉田美和子 (菅　波)

第2位 大西えみ子 (菅　波)

第3位 木村美恵子 (菅　波)

4月　9日(土)　松任運動公園

参加者30名　

明るい選挙推進委員

令和4年3月末日で任期満了となり、小崎ひとみさんに代わり

4月より松田博子さん（平松町）が推進委員となりました。

任期は2年となります。よろしくお願いします。

桜 満開でした！
４月8日(金)松南グラウンドの桜は満開でした。

来年は「桜まつり」で皆さんにお会いできますように！

第12回 林中一周駅伝（町内対抗）

36年ぶりに再開！

各町内代表選手がタスキをつなぎながら

林中地区（全11町）を走ります。

5月15日 (日)
午前 9時開式

午前10時号砲予定

5月15日 (日)
午前 9時開式

午前10時号砲予定

あ沿道にて

応援を

お願いします‼

3,997人 － 17

男 1,967人 － 8

女 2,030人 － 9

世帯数 1,546戸 － 6

林中地区の人口

令和4年 3月末現在

                        　　（前月比）

【男子の部】

優  勝 広瀬　光興 (剣　崎)

第2位 森　　義孝 (上二口)

第3位 魚谷　章人 (みずほ)

【女子の部】

優  勝 吉田美和子 (菅　波)

第2位 大西えみ子 (菅　波)

第3位 木村美恵子 (菅　波)

4月　9日(土)　松任運動公園

参加者30名　

5月15日 （日） 林中一周駅伝

6月19日 （日） 林中ソフトボール大会

10月  2日 （日） 林中カローリング大会

（社体予備日）

11月 6日 （日） 林中ソフトバレーボール大会
令和5年

２月 6日 （日） 林中ボウリング大会

※詳しくはチラシを
ご覧ください。




