
1⃣ コミュニティ林中・後期団体長会議
開催日：1０月４日（火）９時半～２1時半
会場：林中公民館 多目的ホール

各種団体の後期の行事計画・調整等を打ち合わせる

２⃣ コミュニティ組織・先進地視察研修
開催日：11月２1日（月）～２２日（火）
視察先：豊岡市コミュニティ組織（兵庫県豊岡市）

白山市公民館連合会にて、コミュニティ組織の先進地視察
研修で「豊岡市コミュニティ組織」へオンラインにて聞き取
りに行ってきました 活発に活動していましたヨ！

3⃣ 結ネット・ＣＰＵと北陸電力との打合せ会
開催日：1２月９日（金）13時半～1５時
会 場：林中公民館 第3会議室

結ネット導入による「高齢者見守り活動」の検討打合せ

４⃣ 第２回 はやしなか みんなでまちづくり
ワークショップ （広報NO.5で詳細記載済）

開催日：令和５年２月1日（水）1９時半～２1時
会 場：林中公民館 多目的ホール

５⃣ 市民協働で創るまちづくり
第3回地域づくり交流会

開催日：令和５年２月11日（土）
1０時～1２時

会 場：白山市福祉ふれあいセンター

白山市協働推進課の主催で、島根大学の作野教授の進行にて、地域コミュニティ組織のモデル地区
（林中・千代野・蝶屋）と準備会（出城・加賀野）が活動発表を行い、その後、意見交換を行った

6⃣ 市民協働で創るまちづくり
第４回地域づくり交流会

開催日：令和５年3月1８日（土）
1０時～1２時

会 場：鶴来総合文化会館 クレイン

白山市協働推進課の主催で、金沢大学の篠田准教授の進行にて、
地域コミュニティ組織のモデル地区（山島・湊）と準備会（舘畑）
が活動発表を行い、その後、意見交換を行いました

《豊岡市コミュニティ組織とオンラインで対話を！》

1⃣ 林中文化祭・敬老マッサージ＆上映会「くちづけ」（知的障害者の自立支援）

開催日：1０月２２日（土）・２3日（日） 会 場：林中公民館 多目的ホール

林中文化祭との協賛で、２２日（土）午前中に「敬老マッサージ」、２3日（日）９時半と13時半から
上映会「くちづけ」が開催され、日頃の疲れが解消され、目の保養となりました

２⃣ 民生児童委員・福祉協力員・合同研修会
開催日：1２月７日（水）1９時半～２０時半
会 場：林中公民館 多目的ホール

昨年11月から新組織となりました 3年間よろしく！！

3⃣ 手づくり年賀状づくり
開催日：1２月1０日（土）９時～11時
会 場：林中公民館 第1会議室

1⃣ 林中文化祭 （林中地区最大のイベント）

開催日：1０月２２日（土）～２3日（日）
会 場：林中体育館・林中公民館・ＪＡ跡地駐車場

出品数約八百点の文化展、花嫁のれん展、うまいもん市、お
はぎ振る舞い、かかしコンクールなどが盛大に開催されました

２⃣ 林中ニュースポーツ体験会
開催日：11月２０日（日）９時～1２時
会 場：松南小学校・体育館

《事務局の活動報告》 計画的な地域づくり

《案内板》 《敬老マッサージ》 《上映会「くちづけ」》 《案内板》

《まちづくり部会の活動報告》 将来への地域づくり

《健康福祉部会の活動報告》 健康で元気な地域づくり

《合同研修会》

《前期団体長合同会議》

《篠田金沢大学准教授》

《文化展に大勢の人々！》 《おはぎの振る舞い》 《うまいもん市》 《かかしコンクール》

楽しかったヨ！！

《CPUと北電との打合せ会》

《林中地区を竹中会長が発表！》 《全体意見交換会》

《防犯ポスター表彰式》 《かかしコンクール表彰式》

《松南小学校・体育館にて》 《ボッチャ》 《スカットボール》 《カローリング》

子どもたちが消し
ゴムハンコで作った
手づくり年賀状を
一人暮らしの方に！！ 《手作り年賀状づくり！》

林中社会体育祭が中止となり、林中体育協会は
「林中ニュースポーツ体験会」を企画し、
「ボッチャ」「スカットボール」「カローリン
グ」などのニュースポーツを体験しました！！

上映会



1⃣ 世代間交流事業 かかしを作ろうプロジェクト
開催日：1０月８日（土）1４時～16時
会 場：林中公民館 多目的ホール

林中文化祭のかかしコンクール目指して、みんなで
「かかし作り」を行い、かかしが出来上がりました

２⃣ 世代間交流事業 スノードームを作ろう！
開催日：1０月1５日（土）13時半～1４時半
会 場：林中公民館 多目的ホール

キラキラと水中を舞う雪の「スノードーム」を！

3⃣ 活性化事業 新・県立図書館（開館四ヶ月）と
秋の芸術・東山文化

開催日：11月16日（水）1日
行き先：金沢市内

「新・県立図書館」と「東山文化」などに浸ってきました

４⃣ 現代的課題講座 人生の最後まで自分らしく
豊かに生きるために

開催日：1２月3日（土）13時半～1５時
会 場：林中公民館 多目的ホール

講師：村井あずさ氏（公立松任石川中央病院・コミュニティナース）

５⃣ 世代間交流事業 お正月遊び
開催日：令和５年1月２1日（土）1０時～1２時
会 場：林中公民館 第1会議室・多目的ホール

6⃣ 現代的課題講座 ＝人生1００年時代 ＝「 生きがいづくり講座 」
● 第1回 食は心身を養う根本（講師：大島功次氏）

開催日：令和５年２月1４日（火）1０時～11時半
会 場：林中公民館 多目的ホール

● 第２回 歴史探訪 金沢ひがし茶屋に
まつわるお話（講師：谷口和男氏）

開催日：令和５年２月1７日（金）1０時～11時半
会 場：林中公民館 多目的ホール

● 第3回 香りのお話＆自分だけの
香り作り（講師：及能紅子氏）

開催日：令和５年２月２８日（火）1０時～11時半
会 場：林中公民館 多目的ホール

７⃣⃣ 世代間交流事業 獅子ワールド館といちご狩り
開催日：令和５年3月11日（土）９時半～1２時
行き先：いちごファームHakusan・獅子ワールド館

「いちご狩り」と「獅子ワールド館」を楽しんできました！

1⃣ 林中公民館前のプランター花植栽
開催日：1０月31日（月） ９時～11時
会場：林中公民館前

林中すみれ会の協力により、プランターに綺麗な花を植えました

２⃣ 林中健康ひろばの落葉清掃・堆肥化
開催日：1２月3日（土） ９時～11時
会場：林中健康ひろば

ひろばのプラタナスの落葉を林中壮年会にて清掃・堆肥化しました

3⃣ 林中公民館内外の大掃除
開催日：1２月２７日（火）

９時～11時
会場：林中公民館内外

林中教和会及びすみれ会により、林中公民館の内外を大掃除
をしていただき、綺麗になりました ありがとうございます！

《生涯学習部会の活動報告》 豊かな心を育む地域づくり

《大島功二氏》

《かかし作りに一生懸命！》 《かかし完成！！》

《すごろく・かるたで楽しく！》 《昔懐かしい羽子板で！》

《新・県立図書館の館内》 《金沢ひがし茶屋街散策》

《村井あずさ氏》

《いちごファームHakusan》 《獅子ワールド館》

1⃣ 林中文化祭で防災ブース・防災プチ講座
開催日：1０月２２日（土）11時～11時半
会 場：林中体育館

２⃣ 林中地区防災訓練（避難訓練）
開催日：11月２７日（日） ８時～1２時
会 場：各町内 ⇨ 林中公民館前 ⇨ 林中体育館

3⃣ 防犯協会林中支部・冬季会議
開催日：11月２９日（火） 1９時半～２０時半
会場：林中公民館 多目的ホール

議題は「犯罪発生状況」「冬季防犯パトロール」「防犯カメラ
設置」等を打合せしました 防犯パトロール お疲れ様！

《防災防犯部会の活動報告》 安心・安全な地域づくり

《防災ブース》 《山田白山市長が見学に！》

《事前受付・検温》 《受付・カード記入》 《消火器訓練》 《ＡＥＤ訓練》

《防犯協会林中支部・冬季会議》

今回の防災訓練は、スマホの「結ネット」に
よる「安否確認」も実施しました！

《及能紅子氏》

《谷口和男氏》

今回は「人生会議
（ACP：ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・ｹｱ・
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ）」について
お話しされました！

《何を入れようかなナ！》 《スノードーム作りに夢中！！》

【 編 集 後 記 】

令和４年４月よりモデル地区としてスタートを切り、昨年１０
月の広報ＮＯ．４にて「前期活動報告」を行い、今回の広報
ＮＯ．６にて「後期活動報告」を皆さまにお知らせいたします。

なお、令和６年４月からの本格実施に向けて、今後とも
「コミュニティ林中」をよろしくお願いいたします！！

白山市地域コミュニティ組織「コミュニティ林中」事務局
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《環境美化部会の活動報告》 自然豊かで綺麗な地域づくり

《花植栽完成》

《公民館前での花植え！》

《プラタナスの落葉清掃》

《公民館内部の大掃除》 《公民館外部の大掃除》

《プラタナス》
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