北陸を楽しむ

地域づくり団体 （合同）輝け白山グループ

会報 （Ｈ26年第２号）

2014.10.18 通巻00２号
（合同）輝け白山グループ合同事務局
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北陸・白山の里ファン倶楽部通信

〒920-2121石川県白山市鶴来本町２-ワ121

TEL076-255-7655 FAX076-255-7478

ｅ-mail：info＠welcome893.com
URL：http：//welcome893.com

白山を知る
★ファン倶楽部新規加入会員募集キャンペーン実施中！（ご友人を紹介下さい）

発行責任者 金丸和弘

◆新幹線金沢開業に向けて

◆事務局よりのお知らせ

いつの間にか周りの木々が赤や黄色に色づき秋本
番の季節となりました。
一方地元が待ち望んでいた北陸新幹線金沢開業も
あと１５０日を切りカウントダウンが開始されました。
この機会をとらえ遠方からの人との交流を深め、地
元がより元気になるよう改めて故郷を見直し地元の
人達と北陸や霊峰白山エリアで楽しめるイベントや
ツアーなどをみんなで考えおもてなしをしましょう。

・フアン倶楽部は自由な会員組織です。誰でもいつでも自由に
参加でき、企画スタッフにもなれ趣味や特技を生かすことも
可能です。
是非気軽に『会員の集いに（情報交換会）』参加下さい。
・メール会員はパソコン・タブレット・スマートフォンに限定します。
（一般の携帯電話のメール会員には簡単な文字のみとなります。
ホームページなどで内容をご確認するか一般会員への変更を
お願いします。）不明な点はは事務局あてＦＡＸでお願いします。

①ＪＲ美川駅に当グループに（ウェルカム白山）よる北陸新幹線金沢開業歓迎看板を設置しました。
ふぐの卵巣や白山の伏流水（名水）で有名な白山市美川地区にり大型看板が地元歓迎ムードを盛り上げています。

②白山ひめ神社でおもてなし隊（ボランティア）が大活躍多くの人に喜ばれています。
全国から遠来のお客様が多い白山神社総本宮の鳥居前で、観光パンフレットの配布やご神水（白山伏流水）によるおも
てなしを土・日・祭日に有志が行っています。遠くからの客様に大変喜ばれてお礼の手紙なども寄せられています。
お話などで交流を深め楽しく情報交換などしませんか？（有志募集中！）

③ファン倶楽部会員向けの１０月～１１月の各種イベント・ツアーなどが始まり募集を開始しました。
会員向け各種イベントやツアーなどが企画され参加者を募集してます。積極的に参加し楽しみましょう。（別紙参照）

④越前大野・散策ＮＤウォーク （９/２６）報告
ファン倶楽部会員対象で北陸の小京都、越前大野の風情ある町並みを
ノルディック・ウォークで散策しました。
寺町通りの寺院群（白壁の建物と自然石を利用した石塀）や大野城を
見ながら街中に湧く名水を飲み入浴と昼食のあと帰りは重伝建指定の
白峰に立寄り、地元特産品とち餅など買って無事鶴来に到着、参加者
全員とても良いリフレッシュになったと思います。

★会員の集いのお知らせ ※誰でも自由に参加出来ます。
日時 １０月２２日（水）

・昼の部 13：30～15：00
・夜の部 19：30～21：00

２Ｆ
１Ｆ

場所 白山市福祉ふれあいセンター076-276-3151（国道８号線倉

☆私の旅日記（ツアーに参加して）
9月２６日に行われた越前大野・散策ウォークのツアーに
参加しノルディックで小京都越前大野の街を皆と楽しく
歩きました。
山の裾野の風情ある町並みで、澄んだ空気やきれいな水、
涼しげな感じのする七軒通りは金沢見られない風景で心
が洗われる思いがしました。
本当に有意義で気持の良い1日となりました。
竹越雅代さん（会員№Ｙ0052Ｗ)

☆会員紹介（私の特技と趣味）
見てみたい、聞いてみたい、体験してみたいそして味
わってみたいの願望が強くなり、無知だった我が郷土
の自然・文化・歴史を学び始めて3年目、７０歳からの
自分を少し変えること（寡黙な聞き方からの脱却）への
挑戦であった。
新しくフアン倶楽部が出来たので今は一期一会を楽し
みながら、会員の1人として会合などに参加しいいろい
ろ皆様の希望などをぶっつけ企画に反映してもらい
観光、健康増進、情報交換、ボケ防止など皆さんとの
交流をこれからも楽しみたいと思っています。
よろしくお願い」します。
コマツＯＢで白山市旧美川地区で老人会
など地元の世話役などもやっています。

☆会員イベント・ツアー等のご案内
（内容はウェルカム白山のホームページでもご覧いただけます。）

●A：自主企画イベント（募集チラシ参照、お申込・お問合せは本部事務局へ）
実施日

申込番号

企画№

月

日

内容

曜日

主催

時間
募集
人数

タイトル

集合場所

開始
出発

終了
予定

備考

参加費
正会員

特記事項
Ｍバス・ガイド・拝観料

Ａ005Ｊ 10 28 火

ウェルカム
源平合戦激戦地巡り（加賀編）
白山

20

（アピタ松任店）
ＪＲ金沢駅西口

8:30 16:30 3,000 等含む 昼食各自払

Ａ00６Ｊ 10 31 金

元気白山
秋の五箇山散策ウォーク
HNWＣ

25

白山郷体育館前

8:30 15:30

8:30 16:00 4,000 温泉入浴等含む

A00７Ｋ 11

5 水

ウエルカム
晩秋の白山スーパー峡谷巡り
白山

25

白山郷体育館前

Ａ008Ｋ 11

8 土

エコライフ
秋の里山散策ウォーク
白山

25

白山市河内福岡
保健センター前

ウェルカム 錦秋の加賀寺と芭蕉ゆかりの地
白山
巡り （小松・加賀山中編）

25

白山郷体育館前
（イオン松任店前）

A00９Ｋ 11 21 金

ウェルカム
A010Ｋ 11 28 金 ＆元気白山 晩秋の高岡・氷見市内の寺院巡り 25 白山郷体育館前

実施日

イベント№ 月

日

内容

曜日

主催

タイトル

い
Ｍバス・ガイド・昼食
4,000 温泉入浴等含む
Ｍバス・ガイド・昼食

10:00 12:00

3000
弁当・体験料など
（1500）
Ｍバス・ガイド・拝観料

8:30 16:40 4,000 昼食代等含む

Mバス・ガイド・拝観料

8:30 17:30 5,000 昼食含む

◆B：共催 C:協賛・推薦イベント（お申込、詳細内容は主催団体へ）
申込番号

会場（集合場所）

西川

本田
金丸
ほか
本田
西山
高道
本田
ほか

★当会事務局受付：○可 △仮受付 ×不可
時間

締切
日

担当

開始
予定

終了
予定

★お申込先
参加費

主催団体（直接）

当会
受付

FAX076-225-1479

○

C001J 10 31

石川県里山
10月
金 ネットワーク SATOYAMAの可能性（セミナー） 23日 地場産センター本館 14:00 16:00 無料

C00２K 11

1

土

白山市観光
10月
石川線沿線連携地域フォーラム 27日 レッツホールつるぎ 13:30 16:00
連盟

無料

TEL076-259-5893
FAX076-259-6893

○

C003K

11 8

土

ボランティア
11月 白山市福祉ふれあ
ボランティアのつどい （セミナー） 6日 いセンター２F
連絡協

無料

TEL076-276-3151
FAX076-276-4535

△

B009K

11 21 金

10:00 12:00 1,000

TEL076-273-8449
FAX076-273-8450

○

C004K

11

当日現地

×

23～
24

日
祭

パーク
獅子吼

ノルディックin獅子吼

白山市観光
うらら白山人 どんじゃら市
連盟

当日
可
ー

パーク獅子吼

13:00 15:00

白山ひめ神社表参
10:00 16:00
道駅前～シャトル有

無料

★会員はイベント等参加時ポイントカード（別紙）に押印をもらってください。
◆ウエルカム白山（観光）
ボランティアおもてなし隊及び地域案内人スタッ
フを募集してます是非ご関心のある方ご紹介下さ
・10月19日（土）9：00～ 能美ほっこり祭り （0761-51-3765）
・10月25日（土）9：00～企業協働里山づくりセミナー（076-276-0528） い。
◆元気白山（健康）
・10月28日（火）13：30～高齢者と健康講座 （076-276-6200）
・10月27日（月）13：30～全国植樹祭シンポジューム076-225-1671） 北陸三県で観光を交えながら今人気のノルディッ
ク・ウォークを中心に自然の中を歩く健康ツアーな
・11月1・２日（土・日）９：00～角間里山まつり （076-256-5338）
どを実施しています。 お気軽に参加してください。
・11月20日（木）13：30～パワーウォーキング （076-274-3333）
◆ｅｃｏライフ白山（観光）
◆ボランティア関係
豊かな自然を活用し自然の中で遊びながら学ぶ
※会員のボランティアサークルは順次活動を開始。
イベントなどを企画しています。一緒に楽しみませ
（別途一覧表にて案内予定）
んか？（スタッフ募集中！）
・１１月８・９日（土・日）全国地域づくり三重大会
◆街Cafeくくり（交流）
・赤十字赤い羽根募金月間
地域の交流スペースとして最近マスコミの取材も
増え10月２６日（日）朝７時からテレビ金沢でも紹
北陸・白山の里フアン倶楽部 （略称ＨＦＣ）
介されます。あなたも是非一度お越し下さい。
Ｈ２６年９／末現在 正会員数１２２名）
尚、観光案内所や無料で自由に使えるミニギャラ
（男性 ５３名・女性 ６９名） （年齢 ２６才～７９才 ）
リーもあり、各種教室なども開けます。

９月きｋｓｋｓｊｄｊｄｊｄｊｊｄんｄｊｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄき

◆地域のイベント （詳しくは主催団体にお問合せ下さい）

