
日 曜 行　　事

1 土 書教室　詩舞

2 日 壮年会総会

3 月

4 火

5 水 あんず　囲碁

6 木

7 金 地区社会福祉協議会理事会・監査会

8 土
桜まつり　美土里ネットはやしなか総会

詩舞

9 日 石川県議会議員選挙

10 月 書道

11 火 ハーモニカ　フォトサークル

12 水 あんず　囲碁　民謡

13 木 すずらん

14 金
地区社会福祉協議会総会　琴修会

オカリナ　プリティーレディース

15 土
教和会総会　書教室　お花のサークル

詩舞　カポエイラ白山

16 日 コミュニティ林中総会　自主防災会総会

17 月

18 火 すずかけ句会

19 水 市公連総会(午後休館)　あんず　囲碁

20 木

21 金

22 土

23 日 白山市長選挙

24 月 書道

25 火
コミュニティ林中団体長会議

ハーモニカ

26 水 あんず　囲碁　民謡

27 木 すずらん

28 金 琴修会　オカリナ　プリティーレディース

29 土 書教室　カポエイラ白山　　　昭和の日

30 日

4月の行事予定

白山望遠 撮影：塩崎 孝一

公民館だより

林中
令和5年3月23日 №545

お灸ヨガ 体験しました

暖ったか～く
して来てね！

新年度にあわせ林中地区の各種団

体の総会が開かれました。

令和4年度事業報告・決算及び令和

5年度事業計画・収支予算（案）・

役員改選などがいずれも可決承認決

定されました。

なお林中体育協会は上部団体 白山

市体育協会が白山市スポーツ協会に

名称変更したことを受けて「林中ス

ポーツ協会」になりました。

2月24日(金) 林中まちづくり委員会

3月11日(土) 林中スポーツ協会

3月19日(日) 林中寿林会

3月23日(木) 白山市防犯協会林中支部

4月  2日(日) 林中壮年会

4月  8日(土) 美土里ネットはやしなか

4月14日(金) 林中地区社会福祉協議会

4月15日(土) 林中教和会

4月16日(日) コミュニティ林中

4月16日(日) 林中地区自主防災会

5月  7日(日) 白山市交通安全協会 林中支部

終了の総会（報告）

今後の総会開催（予定）

４月８日(土)11時～14時

松南グラウンド 雨天・グラウンド不良は中止

お花見だんご(無料)
先着各１００名
①１２時 ②１３時

※一人1本限り

★キッチンカー

世界で２番目に
美味しい焼きたて
メロンパン
メロンパンアイスたこやき

れんこんチップス
レモネード

野々市明倫ОＢ吹奏楽団
林中こども園児太鼓演奏
林中じょんがら踊るまい会

♥お花見ロード
かかしが皆さまをお出迎え
桜フォトスポットで記念写真を!
ミニ北陸新幹線乗車コーナー

めった汁（無料）
カレーライス･コロッケ
カレーパン･ソフトドリンク
やきとり･フランクフルト
大松庵 饅頭･お団子ほか

※内容等が変更になる場合もあります
はやしなか桜まつり実行委員会

かかしのお出迎え

各種団体の総会等のお知らせ

スリッパとばし

石川県議会議員選挙 ４ 月  ９ 日 (日)
【願いこめ　希望をむねに その一票】

午前7時～午後８時まで投票できます。

白山市長選挙 ４ 月２３ 日 (日)
午前7時～午後８時まで投票できます。

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

・鶴来公民館

・かわち保健センター

・吉野谷公民館 4月1日(土)

・鳥越公民館 ～4月8日(土)

・尾口公民館

・白峰市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

・アピタ松任店　3階ホール

・イオンモール白山

　1階かがやきステージ

8:30～20:00

8:30～18:00

10:00～20:00

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

・鶴来公民館

・かわち保健センター

・吉野谷公民館 4月17日(土)

・鳥越公民館 ～4月22日(土)

・尾口公民館

・白峰市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

・アピタ松任店　3階ホール

・イオンモール白山

　1階かがやきステージ

　お問い合わせ　　白山市選挙管理委員会（TEL 274-9581）

10:00～20:00

8:30～20:00

※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。



会  　長 田村　　晃 (田　地)
副 会 長 坪田　大輔 (木　津)

〃 吉田　尚斗 (菅　波)
〃 津田　和紀 (平　松)

理 事 長 大北　省吾 (平　松)
副理事長 西村　天秀 (上二口)
副理事長 東　　剛志 (剣　崎)
会       計 元井　達也 (今　平)
推薦理事 早本　伸哉 (田　地)

〃 太田　清一 (藤　波)
〃 小山　浩之 (木　津)
〃 田中　陽人 (菅　波)

【町内理事】

堀　　智之 松本　明人 (乙　丸)
髙崎　敬太 宮田　　渉 (菅　波)
脇坂　悠馬 小池　　弘 (藤　波)
中島　　翔 西川　晴基 (田　地)
浅野　将史 吉本　達也 (坊　丸)
基野　武志 宝田　靖彦 (みずほ)
野上　裕司 (　〃　)
村本　優一 岡崎佐智子 (木　津)
屋敷　武宏 (　〃　)
元井　達也 岡崎　茂雄 (今　平)
田端伸一郎 (　〃　)
西村　天秀 南　　尋輝 (上二口)
大北　省吾 山下　久恵 (平　松)
東　　剛志 中嶌　佳威 (剣　崎)
中嶌　佳央 (　〃　)

3月1日(水)17名が参加してヨガ講師 松下聡美
先生にお灸ヨガを教えていただきました。

ヨガストレッチで軽く身体を温めた後、お灸をします。ライター
でお灸に火をつけ両方の手のひらと両足、4箇所に乗せます。

熱く感じる人も感じない人もいましたが、身体がじんわり温まる
ヨガとお灸のコラボを楽しみました。

お灸ヨガ 体験しました現代的課題講座 ━人生100年時代━

生きがいづくり講座
●第2回 歴史探訪「金沢ひがし茶屋街に

まつわるお話」

2月17日（金）受講者14名で「生きがいづくり講座」の第2
回歴史探訪「金沢ひがし茶屋街にまつわるお話」が開催されま
した。

石川郷土史学会の谷口和夫氏に講師としてご来館いただき
「ひがし茶屋街について」から「ひがし茶屋街に住んでいた任
侠・英雄であった綿津屋政右衛門と幕末の加賀藩の時代的背
景」の話について、パワーポイントを使って話されました。

講師及び参加者の皆さんにはご多忙のところご出席いただき
ありがとうございました。

━ 令和5年度 林中スポーツ協会 役員紹介 ━

中島　　浄 (乙　丸)
村田　　仁 (剣　崎)
宝代　貴志 (藤　波)

山田　　勝 (乙　丸)
北山　治樹 (平　松)

大音　純治 (今　平)
金屋伸一郎 (平　松)
金子　　翔 (剣　崎)

宮村　佳昭 (藤　波)
助乗　弘明 (乙　丸)

道下　　学 (みずほ)
水上　裕輝 (乙　丸)
松田　泰明 (菅　波)

大杉　一徳 (藤　波)
山本　道一 (今　平)

道守　一幸 (平　松)
　　【指導委員会】

末政　　茂 (剣　崎)
西田　欣生 (今　平)

　【スポーツ推進員】

　白山市スポーツ推進員

よろしくお願いします

狂犬病予防注射のご案内

4月11日(火)

10：50～11：15

林中公民館前

「第40回林中社会体育祭」は

5月2１日(日) 開催予定

予備日9月24日(日)

※10月15日(日)【林中一周駅伝大会】開催予定

「獅子ワールド館といちご狩り」に

行ってきました！
春うららかな3月11日(土)世代間交流事業「獅子ワールド館といち

ご狩りに行こう！」に26名にてお出掛けしました。

9時過ぎにマイクロバスで出発し、白山市上野(旧鳥越)でいちご狩り

が出来る「いちごファームHakusan」に到着、お店の人から説明を

聞きました。五種類(あきひめ･紅ほっぺ･かおり野･よつぼし･恋みの

り)が食べ放題で、果実が土に触れることなく衛生的で、子どもでも摘

み取りやすい「高設栽培」となっています。容器とお手拭きが配られ

いよいよ「いちご食べ放題の」始まり始まり！

いちごの味を堪能している人、大きないちごをほおばる人、数で勝

負の人などそれぞれの食べ放題を満喫し時間終了、お腹いっぱい！最

後に記念写真を撮って、次の目的地の「獅子ワールド館」へ。

大きな2体の獅子の前で子どもたちの記念写真を撮り、すぐ近くの

「ほうらいの杜･造り物の館」でほうらい祭りの造り物を観覧。外を少

し散策をしてお昼ごろ公民館へ到着。皆さんお疲れ様でした。

                        　　（前月比）

3,993人 － 9

男 1,961人 － 4

女 2,032人 － 5

世帯数 1,555戸 ＋ 1

林中地区の人口

令和5年2月末現在

●第3回 「香りのお話＆
自分だけの香り作り」

2月28日（火）受講者17名で「生きがいづくり講座」の第3
回「香りのお話＆自分だけの香り作り」が開催されました。

講師に、及能紅子氏をお招きし、説明を聞いて「自分だけの
香りを作りました。4班のテーブルに分かれ、各班のテーブルに
は香りの①トップノートに「ペパーミント」「ベルガモット」、
②ミドルノートに「ラベンダー」「ゼラニウム」、③ベース
ノートに「サンダルウッド」が置いてあり、まず自分のボトル
に無水エタノールを入れ、その後、精油を②→③→①の順番に
自分の好みの香りを嗅ぎながら加えていき、その都度よく混ぜ
合わせて香りを確かめ自分の納得できる香りを作っていきます。

最後に精製水をボトル半分まで入れてもらい、シールに日付
と自分で考えた香りの名前を書いてボトルに貼り完成となりま
した。

元気の出る香り、熟睡できる香り、大好きな香りなど皆さん
自分だけのお気に入りの香りのお土産ができました。

書
教
室

社会体育祭等 日程 のお知らせ

桜
つ
ま
み
細
工


