
日 曜 行　　事

1 金 　

2 土 書教室　詩舞　カポエイラ白山

3 日

4 月 まちづくり委員会

5 火 忠霊塔維持会　ボランティアグループ

6 水
人と文化編集委員会　あんずの会　囲碁
民謡

7 木 桜つまみ細工

8 金
市公連三部会合同研修会(午後休館)
琴修会　オカリナ　ﾌﾟﾘﾃｨｰﾚﾃﾞｨｰｽ

9 土 福祉講座　  お花のサークル　民謡

10 日 参議院議員通常選挙

11 月 書道

12 火 ハーモニカ　フォトサークル

13 水 あんずの会　囲碁

14 木 すずらん(琴)　山彦会

15 金 　

16 土 書教室　絵手紙　詩舞　JA青年部

17 日

18 月 海の日

19 火 すずかけ句会

20 水
公民館体育館清掃　今平町ふれあいｻﾛﾝ
あんずの会　囲碁　民謡

21 木 健康づくり　美土里ネットはやしなか

22 金  琴修会　オカリナ　ﾌﾟﾘﾃｨｰﾚﾃﾞｨｰｽ

23 土 お花のサークル　カポエイラ白山

24 日

25 月 書道

26 火 ハーモニカ

27 水 あんずの会　囲碁　民謡

28 木 すずらん(琴)　山彦会

29 金

30 土 書教室　カポエイラ白山

31 日

7月の行事予定

《休館のおしらせ》7月8日(金)は三部会
合同研修のため午後休館となります

当日投票できない方　期日前投票ができます

期日前投票所 期　　間 時　　間

福祉ふれあいセンター
1階多目的ホール

美川支所 6月23日(木)
鶴来公民館 ～7月 9日(土)

アピタ松任店
3階ホール

かわち保健センター

吉野谷公民館

鳥越公民館 8:30～18:00

尾口公民館 7月 2日(土)
白峰市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ～ 9日(土)

イオンモール白山
1階かがやきステージ

※各投票所では新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組んでいます。

　　お問合せ　　白山市選挙管理委員会（TEL 274-9581）

8:30～20:00

8:30～18:00

10:00～20:00

10:00～20:00

　 皆さまのご協力をお願いします。

午前7時～午後８時まで投票できます。

[一部の投票所では投票終了時刻が繰り上げ
られています。入場整理券等でご確認ください。]

７ 月１０ 日 (日)
届けよう　みんなが主役　その一票

参議院議員通常選挙

白山市立

林 中 公 民 館
〒924-0826 白山市乙丸町461番地

TEL.276-1291 FAX.274-7871

e-mail.hayashinaka-ph@city.hakusan.ishikawa.jp

令和4年6月23日 №536

公民館だより林中

日時  ８月 ６日 (土)　午前8時～

式場 林中忠霊塔前　(雨天：多目的ホール)

◎感染症対策のため縮小して執り行います

●状況により変更もあります

林中戦没者慰霊法要

梅雨入り前の過ごしやすい曇り空の中、６月１２日（日）に地区内の７５歳以

上の方々９３名のご参加を得て、「令和４年度 林中地区敬老のつどい」が３年

ぶりで林中体育館にて開催され「楽しいひととき」を過ごしました。

令和２年度から２年間、新型コロナウイルス感染症のため中止となっておりま

したが、本年は３年ぶりに感染対策を充分に講じ、内容を縮小、２部制にて開催

することができました。

まずは、各町内の方々と順に集合写真を撮り、開会挨拶を大西館長、祝辞を竹

中地協会長、吉本市議会議員が話され、来賓紹介が行われた後、いよいよアトラ

クションとして待望の「御供田幸子ショー」が劇団「花幸会」の公演にて開幕と

なりました。(「花幸会」さんには2公演していただきました。)

久しぶりの劇団「花幸会」は、舞踊、コント、歌による「御供田幸子ショー」

の出演者による力の入った演舞を披露していただきおなじみの「婆ちゃんコン

ト」では、皆さんマスクの中で笑っていただき、参加者の皆さまからは３年分の

笑顔が溢れ「開催して良かった」と話されていました。

なお、林中地区協議会をはじめ各町内会の方々や林中地区社会福祉協議会の協

力のもと、今年は無事開催することができました。厚くお礼申し上げます。

今年は制限を行っての開催となりましたが、次回来年は制限無しで、お弁当を

食べ、美味しいお酒を飲んで、大声でお話できるようになると良いですね。

黎明の水田 撮影：塩崎 孝一

劇団「花幸会」さんが
40周年を迎えられました

竹中地協会長



【無料体験・見学 随時募集中！】

ﾚｯｽﾝ日 毎月第2・4金曜日

時　間 13:30～15:00

会　場 林中公民館

ご希望の方は

フジオカリナ教室　℡272-8364まで

①お名前②ご住所③お電話番号をご連絡ください。

　　　　　　　(受付/平日9:00～18:00）

e-mail.hayashinaka-ph@city.hakusan.ishikawa.jp

午前10時、快晴に心地よい薫風と、これ以上ない絶
好のゴルフ日和のなか、会長の始球式を兼ねたオープニ
ングショットからスタート、まるでコロナを忘れたかの
様に12名の名選手達はそれぞれ、今日こそはベストス
コアをとの思いから喜々として、みどりの中に吸い込ま
れるように、スタートしていきました。

結果は初参加の2名が好成績により上位入賞を果たさ
れ、壮年会にも新しい息吹を感じられることとなり、会
としても嬉しい限りです。

歴史探訪カルチャーサロン

新型コロナウイルス感染症も重症者が少なくなったことで、歴史探
訪カルチャーサロン「とやま・美術館巡りと富岩水上ライン･岩瀬みな
とまち散策」へ5月24日(火)にマイクロバスでお出かけしました。

当日は快晴に恵まれ、元気な参加者24名は8時に林中公民館を出発
し、一路富山市内を目指しました。

9時半に最初の芸術鑑賞「富山県水墨美術館」へ到着し全員で記念
写真を撮り、和風の美術館へ水墨画の鑑賞へ。その後、富山駅北の屋
上に遊具のある3階建ての「富山県美術館」で2番目の芸術鑑賞でアー
トとデザインを体感、お昼は館内の「BiBiBi＆JURULi(ﾋﾞﾋﾞﾋﾞとｼﾞｭﾙ
ﾘ)」でアートな食器で昼食をいただきました。

午後からは富岩運河環水公園の散歩後、環境に優しいソーラー船に
乗り「富岩水上ライン」で富山湾へ。途中、水のエレベーターと言わ
れる「中島閘門」を通過、1時間のクルージングを終え、岩瀬カナル
会館の乗船場へ到着。14時過ぎから豊田案内人により「岩瀬みなとま
ち」を散策しました。

昔、北前船が寄港したノスタルジックな船主集落で「北前船廻船問
屋・森家」の見学、名物館長のガイドによりかっての繁栄等を紹介さ
れました。

その後、富山市内へ。建築家の隅健吾氏が設計した3番目の芸術鑑
賞「富山市ガラス美術館」に着き、エスカレーターに乗り６階のグラ
ス・アート・ガーデンへ。順に階を降りてガラスばかり！？の展示室
を見て回りました。

全ての視察を終え、最後の休憩地「小矢部PA」で唯一のお土産を買
いました。丸一日、お疲れ様でした。

６月4日(土)世代間交流事業として、子どもたち18名と保護者数名が
集まり「いきものふれあい体験 コイ(鯉)のなかま」が開催されました。

今回は「コイとのふれあい」をテーマに「みずみずランド」の２名の
方に説明していただき、その後、子どもたちは２つの水槽に入ったかわ
いい「コイ(鯉)の泳ぎ」を楽しそうに観察していました。それから、丸
い水槽に入ったコイ５種類を順番に、見ました。

最後は、手の古い角質を食べてくれる「ドクターフィッシュ」もコイ
のなかまだと説明され、まず大西館長が試しに手を入れたとたん、たく
さん手に寄ってきて、こそばしくも心地よい気分になり、そのあとは子
どもたちが順番に水槽に手を入れ、「ドクターフィッシュ」の独特な感
触に驚いていました。

今後は、１０月１日(土)に「ウーパールーパーとイモリ」、１０月
２２日(土)の文化祭時には「ザリガニ、ドジョウすくい、マリモ釣り」
を開催しますので子どもたちの参加をお待ちしております。

5月31日(火)「睡眠と健康の知恵袋」と題した「睡眠セミナー」が
20名の参加者で開催されました。

今回の現代的課題講座には明治安田生命が「みんなの健活プロジェ
クト」として地域貢献を行うことを目的としています。

明治安田生命から上原保美講師を招いて「眠りたくてもなかなか眠
れない」や「年齢とともに眠りが浅くなった」などの睡眠の悩みを説
明していただき睡眠と健康の意外な関係を紹介していただきました。

当日は野菜の摂取量がわかる健康機器
「ベジチェック」を持って来ていただき
手のひらを機器にあてれば「野菜摂取レ
ベル」が表示され、参加者は一喜一憂さ
れていました。

林中壮年会

第18回ゴルフ大会

第28回グラウンドゴルフ大会
30名の参加者の想いが通じたのか、爽やかな初夏の日

差しに感謝しながら、時節柄「大きな声出し禁止」の中、
各プレイに大声の歓喜！それぞれのボールの行方に一喜
一憂しながらの戦いとなりました。

今年は久しぶりに、6月26日の市連大会の予選を兼ね
ることから、腕に覚えのある会員にとっては、表には出
さねども、威信をかけた真剣勝負となった様です。上位
6名の方には林中壮年会を代表して市連大会での大活躍
を期待します。

第18回市民スポーツ大会が６月11日(土)12日(日)開催
されました。結果は次の通りです。おめでとうございました。

《ボウリング競技》 団体女子 第2位

《ペタンク競技》 女子の部 第4位(敢闘賞)

南　　裕子 (今　平)

田中外美子 (藤　波)
多田　和美 (みずほ)
中山　豊美 (みずほ)

田村　幸恵 (田　地)
末政由美子 (剣　崎)

～癒しの音色～ オカリナ教室

新しい星 綾瀬　まる

ミカエルの鼓動 柚月　裕子

新刊のご案内

優  勝 北山　治雄 (上二口)

準優勝 川上　隆喜 (上二口)

第3位 中川　久弥 (木　津)

5月29日(日)　那谷寺カントリー俱楽部　参加者12名

優  勝 西坂　　猛 (みずほ)

準優勝 桑原　忠一 (藤　波)

第3位 大西　直昭 (菅　波)

6月5日(日)　クレイン多目的広場　参加者30名

4,000人 ＋ 5

男 1,969人 ＋ 2

女 2,031人 ＋ 3

世帯数 1,550戸 ＋ 2

林中地区の人口
                        　　（前月比）

令和4年 5月末現在




