
日 曜 行　　事

1 木 山彦会

2 金 総務部会

3 土
人生の最後まで自分らしく豊かに生きるために

書教室　パステル教室　詩舞　松南ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ　民謡

4 日

5 月

6 火 ボランティアグループ

7 水
地区社会福祉協議会　あんず　囲碁　ﾍﾙｽｸﾗﾌﾞ
民謡

8 木 　

9 金 琴修会　オカリナ　プリティーレディース

10 土
手作り年賀状　書教室　詩舞

お花のｻｰｸﾙ(ｸﾘｽﾏｽのお花)　カポエイラ白山

11 日

12 月 書道

13 火 運営審議会　ハーモニカ　フォトサークル

14 水 あんず　囲碁　ﾍﾙｽｸﾗﾌﾞ　民謡

15 木 健康づくり　すずらん(琴)　山彦会

16 金 琴修会

17 土
地協年末総会　ミニ門松作り　書教室

絵手紙　カポエイラ白山

18 日 クリスマスコンサート(14:00～)

19 月

20 火 すずかけ句会

21 水 あんず　囲碁　ﾍﾙｽｸﾗﾌﾞ

22 木

23 金
エネルギーとしめ縄飾り　オカリナ
プリティーレディース

24 土 お花のｻｰｸﾙ(お正月のお花)

25 日

26 月 書道

27 火 環境美化部大掃除　祝賀会会場設営

28 水

29 木

30 金

31 土

12月の行事予定

29(木)～31(土)　休館

1月1日(日)　新年祝賀会

1月5日(木)　通常開館

令5年

※各事業・イベントはマスク着用・手指消毒・検温・至近距離

での会話を控え、距離(1～2ｍ)を取るなどご協力をお願いします。

コロナ禍の中「林中文化祭」が盛大に開催！

菊花薫る10月22日(土)23日(日)に今年も新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策を講じながら、最大

のｲﾍﾞﾝﾄである「林中文化祭」が地区住民の絶大なるご協力のもと開催され、林中体育館

の「文化展」では、地区の560名の方々から900点を上回る作品が出品され、会場いっ

ぱい展示となりました。

今年は林中すみれ会のご協力により、昔懐かしい花嫁道具である「花嫁のれん8点」も

展示され、「防火ﾊﾟﾈﾙ展･ﾌﾟﾁ講座」も開催されました。

また両日にかけて美土里ﾈｯﾄはやしなか主催の「第6回かかしｺﾝｸｰﾙ」が開催され、23

日(日)にはJA青年部のご協力による「うまいもん市」「林中虫送り太鼓の披露」と「お

はぎの振る舞い」が林中体育館横で開催されました。

なお、林中公民館ﾎｰﾙでは22日(土)午前「敬老ﾏｯｻｰｼﾞ」、午後からは「いきものふれあ

い体験」、23日(日)午前午後1回ずつ「上映会」が行われました。

2日間とも大勢の地区の方々が鑑賞に訪れ大盛況となりましたことは地域の多くの皆さ

まのご支援とご協力があってのことであり「文化のかおる林中」として歴史と伝統によ

り養われた意識の高さと団結力の賜物と確信し今後ともより一層内容の充実に努めて参

ります。

二十歳のつどいのお知らせ

クリスマスイルミネーション
で華やぐ午後のひとときヴァ
イオリン･チェロ･ピアノの素
敵な演奏でゆったりとお過ご
しください

林中公民館前「スミレの花･華やかに！」
10月31日(月)コミュニティ組織「コミュニティ林中･環境

美化部」の活動として、「すみれ会」のご協力により白山市
から配付された「スミレ80株」がプランターに綺麗に植え
付けされ、林中公民館前は華やかになりました。
地区の皆さん、林中公民館へお立ち寄りください！

林中グランド・ゴルフ

水郷の里 撮影：塩崎 孝一

公民館だより

林中
令和4年11月24日 №541

人生の最後まで自分らしく豊かに生きるために

もみ ぬか やま

◎ 成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い成人式を「白山市二十歳のつどい」に名称変更し
開催年度中に20歳になる人を対象として実施します

※ 10月1日以降に市内に転入した人や、学業･仕事などで市外に転出した人で式への参加を希望す
る場合は問合せをお願いします

◎ 成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い成人式の名称が
「白山市二十歳のつどい」に変更になりました

松任中学校区

日 時：令和5年１月8日（日）

午前10時30分～

場 所：松任文化会館ピーノ

対 象：平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれ

問合せ：白山市生涯学習課 274-9572

12月18日 (土)　　
午後2時～3時30分

場 所 林中公民館　ホール

参加費 無料

締切り 12月14日(水)

申込み 林中公民館

　12月 3日 (土)　午後1時30分～

会　場 林中公民館　ホール 参加費 無料

講　師 　村井あずさ氏 (平松町) 申込み 林中公民館
公立松任石川中央病院

外来2ブロック看護師長

ご存知ですか？ 命の危険が迫った状態になったとき、医療やケアなどを自分で決め
たり望みを人に伝えたりすることができなくなる割合は約70％と言われています。

心の余裕がある時にじっくりと考える時間を持ち、そしてあなたの考えを大事な人
に伝えてみませんか？ お気軽にお越しください！！
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10月29日(土)にかたくりの会７名で、岐阜県飛騨市と白川村の境にあ
る岐阜百山のひとつの籾糠山へ紅葉を求めて登ってきました。

早朝５時に林中を出発し、登山口には８時前に到着。現地は６℃と肌
寒かったが辺りは紅葉の真盛りでした。登山口で環境協力金500円を支
払っていざ登山開始、緩やかな登山道を30分程登ると植生豊かな天生湿
原に到着。さらに進むと少し甘ったるいような香りが漂ってきました。
地面に広がる黄色く色づいたカツラの落ち葉の匂いです。見上げると樹
齢300年以上と思われるカツラの大木が、何本も空に向かってそびえて
いました。カツラの大木(カツラ門)を背景に記念写真を撮り、さらに登り
頂上手前の急坂を登りきると籾糠山の山頂です。登山口から２時間半程
で到着したが、樹々の葉は落葉しており２週間程度遅かったように思わ
れます。山頂からは北アルプスの御嶽山・乗鞍岳等がかすかに望め、そ
こで昼食をいただき、記念写真を撮って下山。下りは青空に映える白の
ダケカンバを眺めながら２時間余りで登山口に到着しました。帰りは近
くの温泉施設で入浴し来年は紅葉適期の再チャレンジを誓って19時頃林
中に到着しました。

かたくりの会では会員を募集中です。年に５回
程度、北陸３県・飛騨・上越方面へ日帰り又は泊
りで登山を楽しんでいます。興味のある方は、事
務局・針村（090-7742-1650）迄連絡を！

での会話を控え、距離(1～2ｍ)を取るなどご協力をお願いします。

かかしコンクール19体出品『ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ決定』！

秋晴れの11月6日(日)朝8時から美土里ネットはやしなか数名により
林中こども園前の県道沿いに林中文化祭時の第6回かかしコンクールのか
かし8体とイルミネーションときらめくトーチライト数基が田んぼに展示
されました。美しい農村風景に佇む「かかし」と夕暮れ時に点灯する「イ
ルミネーション」と「ゆらめくトーチライト」が幻想的でとてもきれいで
すヨ！ (展示期間12月3日まで)

教和会スカットボール大会

林中グランド・ゴルフ

【男子の部】 【女子の部】

優  勝 米尾　利宏 (上二口) 優  勝 橋本　数代 (菅　波)

第2位 永野　悦朗 (藤　波) 第2位 木村美恵子 (菅　波)

第3位 川向　茂宣 (木　津) 第3位 田中　佳子 (みずほ)

第4位 山村　光義 (木　津)

第5位 広瀬　茂枝 (剣　崎)

11月3日(水)　クレイン多目的広場　参加者42名　

今年も世代を反映した19体のかかしが出品されました。お忙しい中、
出品のご協力、ありがとうございました。

また、10の地区団体組織から協賛のご協力をいただき、協賛賞10体も
選考され後日副賞を贈呈いたしました。

なお、来場者には「かかし人気投票」をお願いしたところ、2日で334
票の投票があり人気投票1位には「しあわせの宅急便!!」が75票を獲得し
ました。その中から抽選で下記7名が当選され図書カードを贈呈しました。
おめでとうございました!!

「かかし」が田んぼに帰る！

「はやしなか・かかし＆イルミ街道」始まる！

男女上位選手は12月8日(木)松任総合運動公園体育館で開催
の松任市老連スカットボール大会に出場します。がんばってね！

籾糠山登山（1,744ｍ） かたくりの会

もみ ぬか やま

籾糠山山頂

詳しくは

回覧にて

●クリスマスのお花をつくろう！

●お正月のお花をつくろう！

日　時 　12月10日 (土)　午前9時30分～

材料費 大人 1200円　子供 800円

締切り 12月2日まで

日　時 　12月24日 (土)　午前9時30分～

材料費 大人 1300円　子供 800円

締切り 12月10日まで

かわいいクリスマスのお花をつくります

今年もお正月は手作りで！すてきなお花でお正月！

◆どちらも申込みは林中公民館

お花のサークル林中教室･林中行けばなこども教室

【男子の部】

優  勝 川向　茂宣 (木　津)

第2位 森　　義孝 (上二口)

第3位 広瀬　光興 (剣　崎)

【女子の部】

優  勝 池田　年子 (みずほ)

第2位 瀧元喜美子 (菅　波)

第3位 荒木　悦子 (菅　波)

【男子の部】

優  勝 広瀬　光興 (剣　崎)

第2位 宮坂　　修 (みずほ)

第3位 針村　和夫 (坊　丸)

第4位 山村　光義 (木　津)

【女子の部】

優  勝 田中　佳子 (みずほ)

第2位 荒木　悦子 (菅　波)

第3位 宮坂　康子 (みずほ)

10月24日(月)　松任総合運動公園

参加者36名　

11月 5(土)　クレイン多目的広場

参加者31名　

●10月月例大会

●YH杯大会

【公民館だより】は

HPでも見られます

スマホ等では
ＱＲｺｰﾄﾞを
読み取る

パソコン等では
「コミュニティ林中」

で検索

《お詫び》先月の公民館だより№540号で第

106回千代女全国俳句大会の吉川香織さんの俳

句に誤りがありました。
お詫びするとともに訂正させていただきます。

正しくは『ゆふぐれの土の匂ひや立葵』

                        　　（前月比）

4,001人 ＋ 3

男 1,969人 ± 0

女 2,032人 ＋ 3

世帯数 1,551戸 ＋ 1

林中地区の人口

令和4年10月末現在

「グランプリ」

「「人気投票第1位」

優　勝 針村　和夫 (坊　丸)

準優勝 武田　房子 (菅　波)

3　位 田中　佳子 (みずほ)

4　位 瀧元喜美子 (菅　波)

5　位 吉本　俊平 (坊　丸)

11月10日(木)　林中体育館 参加者36名

【男子の部】

優  勝 広瀬　光興 (剣　崎)

第2位 宮坂　　修 (みずほ)

第3位 針村　和夫 (坊　丸)

第4位 山村　光義 (木　津)

【女子の部】

優  勝 田中　佳子 (みずほ)

第2位 荒木　悦子 (菅　波)

第3位 宮坂　康子 (みずほ)

11月 5日(土)　クレイン多目的広場

参加者31名　

審査結果 作　品　名 部　門　名 団体名称または個人氏名 町　名

グランプリ 二宮君の友達『TANG(ﾀﾝｸ )゙』!! おとなの部 美土里ネット坊丸･吉本　真 坊　丸

優秀賞 トリック・オア・トリート!! こどもの部 平松町子ども会 平　松

優秀賞 ねずみ男だよ～ん!! おとなの部 美土里ネット上二口･中井正宏 上二口

優秀賞 村神(上)様･降臨!! おとなの部 菅波美土里会 菅　波

優秀賞 ガンガンいこうぜ!!ツエーゲン!! 特別の部 ツエーゲン金沢･井尾太智 金沢市

特別賞 林中スワロー!! こどもの部 林中こども園･ つばめ組 剣　崎

特別賞 アーニャ･勝利!! こどもの部 細田真央 みずほ

特別賞 しあわせの宅急便!! おとなの部 林　なか子 乙　丸

特別賞 ルフィ！新時代だ!! おとなの部 河合紀子 乙　丸

第6回はやしなか「かかしコンクール」人気投票結果

第1位 しあわせの宅急便!! おとなの部 林中公民館･林なか子 75票

第2位 二宮君の友達『TANG(ﾀﾝｸﾞ)』!! おとなの部 美土里ネット坊丸･吉本　真 45票

第3位 林中スワロー!! こどもの部 林中こども園･ つばめ組 43票

第6回はやしなか「かかしコンクール」人気投票結果

第6回はやしなか「かかしコンクール」人気投票結果･第1位（75票）からの当選者

①松井こずえ(みずほ)②下村正耕(剣崎)③松本悦子(今平)④ひがしみき(みずほ)⑤荒川外志子(みずほ)

⑥柳下ちひろ(みずほ)⑦増澤久美子(金沢市)

第6回はやしなか「かかしコンクール」人気投票結果･

第1位（75票）からの当選者
エネルギー

のお話しと簡単
なお正月アレジ
メント教室をプ
ラスした講座を
開催します。

しめ縄が大きく見えるように
結んだ華やかなしめ飾りです！

イメージ

日　時 　12月10日 (土)　午前9時30分～

材料費 大人 1,200円　子供 800円

締切り 12月2日まで

日　時 　12月24日 (土)　午前9時30分～

材料費 大人 1,300円　子供 800円

締切り 12月10日まで

かわいいクリスマスのお花をつくります

今年もお正月は手作りで！すてきなお花でお正月！

◆どちらも申込みは林中公民館

お花のサークル林中教室･林中行けばなこども教室

第1位 しあわせの宅急便!! おとなの部 林　なか子 75票

第2位 二宮君の友達『TANG(ﾀﾝｸ゙ )』!! おとなの部 美土里ネット坊丸･吉本　真 45票

第3位 林中スワロー!! こどもの部 林中こども園･ つばめ組 43票

日　時 　12月10日 (土)　午前9時30分～

材料費 大人 1,200円　子供 800円

締切り 12月2日まで

日　時 　12月24日 (土)　午前9時30分～

材料費 大人 1,300円　子供 800円

締切り 12月10日まで

かわいいクリスマスのお花をつくります

今年もお正月は手作りで！すてきなお花でお正月！

◆どちらも申込みは林中公民館

お花のサークル林中教室･林中行けばなこども教室

エネルギー講座としめ飾り

12月23日 (金)
午前10時～11時30分

会　場 林中公民館　ホール

講　師 北陸電力　

参加費 1,000円

定 員 20名

申込み 12月7日(水)まで 　

林中公民館





【男子の部】

優  勝 川向　茂宣 (木　津)

第2位 森　　義孝 (上二口)

第3位 広瀬　光興 (剣　崎)

【女子の部】

優  勝 池田　年子 (みずほ)

第2位 瀧元喜美子 (菅　波)

第3位 荒木　悦子 (菅　波)

【男子の部】

優  勝 広瀬　光興 (剣　崎)

第2位 宮坂　　修 (みずほ)

第3位 針村　和夫 (坊　丸)

第4位 山村　光義 (木　津)

【女子の部】

優  勝 田中　佳子 (みずほ)

第2位 荒木　悦子 (菅　波)

第3位 宮坂　康子 (みずほ)

10月24日(月)　松任総合運動公園

参加者36名　

11月 5(土)　クレイン多目的広場

参加者31名　

【男子の部】

優  勝 広瀬　光興 (剣　崎)

第2位 宮坂　　修 (みずほ)

第3位 針村　和夫 (坊　丸)

第4位 山村　光義 (木　津)

【女子の部】

優  勝 田中　佳子 (みずほ)

第2位 荒木　悦子 (菅　波)

第3位 宮坂　康子 (みずほ)

11月 5日(土)　クレイン多目的広場

参加者31名　


