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～毎月７日は「健康の日」です。歩くことから健康づくり、運動することを習慣にしましょう。～ 

 

◇鼓 動  

   ますます大衆化されるグラウンド・ゴルフ 

石川県グラウンド・ゴルフ協会 理事長 篠塚 重男 

◇健康体力つくり活動の推進 

・高齢者体力つくり指導者講習会が開催されました。 

・第３５回太陽と緑に親しむ健民祭の日程が決まりました。 

◇環境・文化活動の推進 

・平成２０年度絵本センターのつどいが開催されました。 

・ツバメ総調査の結果がまとまりました。 
・「子どものための省エネ・リサイクル推進クイズ大会」を 
県内各地で実施します。 

◇青少年健全育成活動の推進 

・石川県スポーツ少年団スポーツ大会が開催されました。 

・第１１回子どもドリームフェスティバル事業の取り組み    

を紹介します。 

◇健民運動紹介・奨励コーナー 
・石川県知事杯争奪第３０回中部日本招待少年サッカー 

大会が開催されました。 

◇県民ボランティアセンターだより 

 

◇健民運動カレンダー 
 

◇薫 風 

「お花の命を頂いて」 

                石川県いけばな連盟   理事 市村 理優 

健民運動 検 索 

石川県知事杯争奪 

第３０回中部日本招待少年サッカー大会

絵本センターのつどい（金沢会場）



鼓 動 

 
 

ますます大衆化されるグラウンド・ゴルフ 
 

石川県グラウンド・ゴルフ協会 理事長 篠塚 重男 
 

 生涯スポーツであるグラウンド・ゴルフは老若男女を問わず、今や県内各地で体育向上、 

親睦交流のもとに大会が開催されております。 

 石川県グラウンド・ゴルフ協会は現在登録会員７,４００名、１０市９町に協会があり、 

各地の大会の中心的役割を果たしています。特に今年はかって健民運動推進本部と共催し

ていたレディス大会を復活させるため、女性の指導員の充実を計り、１級普通指導員（マ

スター）の養成講習会に４名を受講させ資格を取得しています。 

 来年度中のレディス大会の開催を目指して準備を進めている現況です。 

 また、金沢市少連は今までの「ドッジボール」、「ソフトボール」を止め、昨年度から少

連主催の「グラウンド・ゴルフ」大会を行っており、まさに老いも若きも楽しめる軽スポ

ーツであり、生涯スポーツであるグラウンド・ゴルフに熱中しているようで喜ばしい限り

です。 

 石川県グラウンド・ゴルフ協会の主催として普及指導員の技術の向上と、正しいプレー

の指導を目的とした指導員大会、選手権大会、会長杯、知事杯、チャンピオン大会、平日

大会等を行い、主管事業としてスポレク祭（県下８会場）、ゆうゆうスポーツ・文化交流大

会、石川県民体育大会、健民祭等を開催しております。 

 また、北信越ブロック大会を順次行っています。 

石川県内に於ける愛好者は益々増加の一途をたどり、スポーツを通じての交流、親睦を

深めると同時に、自らの体力向上に努めている現況です。大衆化された「グラウンド・ゴ

ルフ」の益々の発展を願う次第です。 

 

（社）日本グラウンド・ゴルフ協会（登録会員１８万人） 

 

（社）日本グラウンド・ゴルフ協会・石川県認定コースの紹介 
・金沢市夕日寺グラウンド・ゴルフ場（認定１５号） 

・かほく市高松グラウンド・ゴルフ場（認定１６号） 

・羽咋郡志賀町富来荒木ヶ丘山村広場グラウンド・ゴルフ場（認定２４号） 

・羽咋郡志賀町富来増穂浦林間広場グラウンド・ゴルフ場（認定３９号） 

・加賀市山中温泉ほくりく荘グラウンド・ゴルフ場（認定８４号） 

・能美市寺井グラウンド・ゴルフ場（認定１００号） 

・珠洲市グラウンド・ゴルフ場（認定１０９号） 

・能美市物見山グラウンド・ゴルフ場（認定１４０号） 

・のと蘭ノ国グラウンド・ゴルフ場（認定１７５号） 

・かんぽの郷白山尾口グラウンド・ゴルフ場 申請中 

・柳田植物公園グラウンド・ゴルフ場 

 
 
 

のと蘭ノ国グラウンド・ゴルフ場 

高松グラウンド・ゴルフ場



健康体力つくり活動の推進 
 

◇高齢者体力つくり指導者講習会が開催されました。 

 

 7 月２９日(火)・３０日（水）いしかわ総合スポーツセンターにおいて実施されました。 

この講習会は、(財)健康・体力づくり事業財団と石川県が主催し、地域における健康・体力

つくり指導者を対象に、今年度は石川県で開催され、県内外から参加した５７名が、熱心に

受講していました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇第３５回太陽と緑に親しむ健民祭の日程が決まりました。 

 ７月３１日、「第３５回太陽と緑に親しむ健民祭」実行委員会が開催され、実施要綱が 

決定されました。 
 

趣  旨  太陽をいっぱいに受け、緑豊かな自然の中で、誰でも自由に参加できる各種大

会や行事を展開し、県民の健康と体力つくりに資する。 
 

開催期間  平成２０年９月７日（日）～１０月１３日（日・祝） 

参加申込  各種目で異なります。 

参加賞等  総合開会式の参加者に対し、参加賞を贈呈する。 

健康診断  参加者自身で受診すること。 

傷害保険  主催者負担で、１日傷害保険に全員加入する。 

      なお、各競技団体及び参加者各人において必要と思われる場合にあっては、 

      これに加え各自の負担で、別途傷害保険に加入することとする。 

２９日 

（火） 

8:30 受付 

9:00 開講式 

9:15―12:55 

講義・実習「高齢者の運動指導現場の留意点」 

14:00―17:30 

講義・実習「貯筋体操」

３０日

（水） 

9:00―12:10 

講義「長寿社会とスポーツライフ」 

実習「シニア運動プログラムの企画と運営―ＰＤＣＡサイクルの活用」 

12:10 

閉校式 

1 日目 講義の様子 

２日目 演習の様子 



第３５回 太陽と緑に親しむ健民祭 

（体力つくり県民大会） 
 

   行 事 内 容    ◎印の種目には当日どなたでも自由に参加できます。 

★９月２３日（火･祝） 
◎健民祭総合開会式 

   8:50～ 9:00 ラジオ体操のつどい 
   9:00～ 9:35 総合開会式（雨天中止） 

        式典 
アトラクション 

会 場：西部緑地公園陸上競技場（金沢市） 

共 催：石川県ラジオ体操連盟 

    石川県レクリエーション協会 

連絡先：石川県健民運動推進本部 

TEL 076-225-1388 

健民ゲートボール大会 

  8:00～ 8:30 受付（雨天決行） 
  9:00～ 9:35 健民祭総合開会式参加 
 10:00～      開始式 

会 場：西部緑地公園陸上競技場（金沢市） 

参加費：１チーム ３,０００円 

連絡先：石川県ゲートボール協会 

申込先 TEL 076-280-7080 

申し込みは９月１日まで。 
健民グラウンド・ゴルフ大会 

  8:00～ 8:30 受付（小雨決行） 
  9:00～ 9:35 健民祭総合開会式参加 
 10:00～    開始式 

会 場：西部緑地公園陸上競技場補助競技場・芝生広場 

参加費：１人１,０００円      （金沢市）

連絡先：石川県グラウンド・ゴルフ協会 

申込先 TEL 076-237-8223 

健民ペタンク交流大会 

   9:30～10:10 受付（雨天時健民スポレクプラザ）

  10:10～10:30 開会式 
 10:30～    競技開始 

会 場：西部緑地公園投てき場（金沢市） 

参加費：無料 

連絡先：石川県ペタンク協会 

TEL 076-276-3054（小林方） 
◎ニュースポーツ体験コーナー 

  9:40～    受付 
 10:00～15:00 体験コーナー 

会 場：いしかわ総合スポーツセンター 

マルチパーパスルーム(金沢市) 
参加費：無料 

連絡先：石川県レクリエーション協会 

    TEL076-247-6909 

健民マレットゴルフ大会 

       ～ 9:00 受付（小雨決行） 
  9:00～       開会式 
  9:15～     競技開始 

会 場：手取公園内マレットゴルフ場（白山市）

参加費：一人１,０００円 

連絡先：石川県マレットゴルフ協会 

TEL 076-221-7736 

◎健民トリムマラソン大会 

   8:00～ 9:00 受付（雨天決行） 
   9:00～ 9:30  開始式 
   9:30～   スタート 

＊種 目                                  
  ・３㎞         どなたでも参加できます 
  ・５㎞         中学生以上が参加できます 
  ・10 ㎞、20 ㎞ 高校生以上が参加できます

会 場：大豆田大橋上流広場（金沢市） 

参加費：１人５００円（当日、会場受付にて） 

連絡先：石川県走ろう会連絡協議会 

申込先 金沢中央走ろう会事務局（９月１０日厳守）

TEL 076-242-5036（北野方） 
・往復はがき(返信側は事務局で印刷、表裏とも一切未記入) 
・金沢中央走ろう会ホームページからも申し込みできます 
http://www.kanazawa-runners.com/ 

マイペースで完走をめざす大会です 
★９月３０日（火）  

健康クラブ交歓大会 

10:00～10:30 開会式 
10:30～       交歓大会 

会 場：いしかわ総合スポーツセンター（金沢市）

連絡先：石川県健康クラブ協議会 

    TEL 076-246-5237（田川方） 
＊県内市町健康クラブの学習活動を発表し、交流・親睦を図ります。 



 

 
★１０月４日（土）・１１日（土） 

石川県スポーツ少年団サッカー交流大会 

   9:00～       試合開始（雨天決行） 

会 場：健民まめだ簡易グラウンド（金沢市） 

連絡先：石川県スポーツ少年団 

    TEL 076-268-3100 

★１０月５日（日） 
健民野球大会 

   6:00～12:00 石川県早朝野球選手権大会 
  12:00～17:30 金沢日曜野球連盟選手権大会 

会 場：石川県立野球場（金沢市） 

連絡先：石川県早朝野球協議会 TEL 076-223-8525

     金沢日曜野球連盟   TEL 076-246-2488

★１０月１０日（金） 
◎リズムダンス講習会 

       ～10:00  受付 
  10:00～12:00 リズムダンス講習会 
 運動できる服装、シューズ、タオルが必要です

会 場：河北台健民体育館（かほく市） 

参加費：無料 どなたでも参加できます 

連絡先：石川県リズムダンス協会 

TEL076-276-8577（太田方） 
★１０月１２日（日） 
◎おはようサイクリング石川健民大会 

  8:30～ 9:30 受付（雨天順延１０月１３日）

   9:30～10:00 開会式 
  10:00～       スタート 

会 場：健民まめだ簡易グラウンド若宮大橋下 

参加費：一人５００円       （金沢市） 

連絡先：おはようサイクリング石川県協議会 

TEL 076-247-2028 

（サイクルファクトリーオカモト） 

＊コース  まめだ簡易グラウンド→専光寺→みなと会館→（自転車安全教室・昼食）→ 
    五郎島町（イモ掘り）→まめだ簡易グラウンド（往復約２８㎞） 

＊参加者は、小学３年生以上。（小学３年生以下の児童は保護者同伴で参加してください。） 
★１０月１３日（月･祝）  

◎健民オリエンテーリング大会 

   8:30～ 9:30 受付（雨天決行、荒天中止） 
  10:00～10:25  開会式 
  10:30～       スタート 

会 場：石川県森林公園（津幡町） 

参加費：無料（参加希望者は、当日受付します。）

連絡先：石川県オリエンテーリング協会 

TEL 076-241-5582 

＊競技形式  スコアオリエンテーリング（制限時間 90 分） 
○個人  ○グループ（１チームの人数は、２～３人とする）

クラス 年齢制限 クラス 年齢制限 クラス グ ル ー プ の 構 成 
男子Ａ な し 男子Ｂ 40 歳以上 少年組 中学生以下で構成するチーム 
女子Ａ な し 女子Ｂ 40 歳以上 家族組 小学生以下の子どもを含むチーム 
初心者  年齢・性別制限なし 

 

一般組 上記以外で構成するチーム 
 
◎健民歩こう大会    
 ９月 ７日（日） 第１０６回伏見川を訪ねてウォーク 金沢市 
 ９月１４日（日） 加賀百万石金沢・尾張荒子道中（利・まつのふるさと） 金沢市 
 ９月２０日（土） 加賀百万石金沢・尾張荒子道中（利・まつのふるさと） 能美市 
 ９月２１日（日） 加賀百万石金沢・尾張荒子道中（利・まつのふるさと） 加賀市 
９月２３日（火･祝） 第１０７回歴史・文化の額校下散歩ウォーク 金沢市 

１０月 ４日（土） 加賀百万石・前田家の城下町そぞろウォーク 金沢市 
時 間：いずれも８時３０分 参加費：２００円 
連絡先：石川県歩こう会連絡協議会（TEL 090-5685-6382） 



小松市民センター 小ホール 

環境・文化活動の推進 
 

◇平成２０年度絵本センターのつどいが開催されました。 
 

「絵本センターのつどい」は、絵本を通して親子のふれあいの時間をもってほしい。そんな

願いから保育園・所、幼稚園、地域子ども文庫などを「絵本センター」に指定して「絵本ホ

ームライブラリー」運動をすすめています。 

平成２０年度も絵本の読み聞かせの大切さを伝えることを目的に、今年も石川県内３ケ所

で保育園・所、幼稚園の先生や保護者などを対象に下記の日程で開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今年度の絵本センターのつどいは、講師に筑波大学

名誉教授で小澤昔ばなし研究所所長の小澤俊夫先生

を講師として『昔話からのメッセージ』と題して講演

をしていただきました。 

 講演では、昔話の持つ文法とその中にはそれぞれに

メッセージがこめられているなど、昔話のすばらしさ

をやさしく説明されていました。また、自ら「うまか

たとやまんば」という昔話を語り、語り口の大切さを

紹介していました。 

 参加者のみなさんからは、昔話がこれほど奥の深い

ものだとは思わなかった、大変勉強になった。これからは昔話をたくさん取り入れ、語ると

きには、子どもたちにその場面が想像で広がっていくように語りたいなど、多くの感想が寄

せられました。 

日   時 会    場    名 参 加 者

８月２６日（火）
１３：００～１５：００ 

石川県健康の森  
総合交流センター 

約 ８０名 

８月２７日（水）
９：３０～１１：３０ 

県地場産業振興センター 
新館１Ｆコンベンションホール 約３２０名 

８月２７日（水）
１３：３０～１５：３０ 

小松市民センター 小ホール 約１２０名 

石川県健康の森 総合交流センター 石川県地場産業振興センター 
新館１Ｆコンベンションホール



◇ツバメ総調査の結果がまとまりました。 
 

 ８月１９日（火）午後１時３０分より「ツバメ調査検討委員会」が開かれ、今年５月の愛

鳥週間に併せて実施されたツバメ総調査の集計データの結果が検討されました。 

今年度は、例年のデータの考察に加え、“使用中のツバメの巣と古巣の数”を県全体だけ

でなく、８地域の状況についてのデータもまとまりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討委員会での、総合的な考察は、「最近の状況は微増現象であったが、奥能登、七尾鹿

島の減少が見られ、その結果全体的に減少している結果がみられる。しかし、その原因を

特定するのは、難しい」との見解が出されました。 

今回の検討会では、来年度使用する「ツバメのお宿シール」

の応募作品や、それぞれの学校で実施した調査を終えての

「記録・観察作品のまとめ」、「感想文」の優秀作品の選考も

されました。 

 応募数は、｢ツバメのお宿シール｣1,１２１点、｢記録・観

察作品｣８点、｢感想文｣３８８点でした。 

また、総調査を実施した学校の先生方からは、「この調査

で児童が、地域の人たちとのコミュニケーションがとれると

ともに自然環境保護についても身近な地域から考えられる良い機会となった。」という意見

がたくさん寄せられています。 

 



◇「子どものための省エネ・リサイクル推進クイズ大会」を 

県内各地で実施します。 
 

省エネルギーや資源のリサイクルなどに関する問題を『子どものための

省エネ・リサイクル推進クイズ大会』の中で出題し、問題を解くことを

とおして、子どもたちの環境に対する意識の啓発を図り、身近な暮らしの

中での実践に繋がることを期待して実施します。 
 

実施期間  平成２０年８月～１２月末 
 実施場所  石川県内の市町 
 参加対象  原則として、県内在住の小学生を対象とします。 
内  容  省エネルギーやリサイクルなどに関するクイズを出題し、正解の多かった 

子どもたちに、推進本部より賞品(エコバック)を贈呈します。 
 申込期限  実施期間中、随時申込を受け付けます。ただし、賞品の在庫状況により申 

込を締切る場合がありますのでご了承ください。 
 そ の 他  申込方法等は「健民運動推進本部」へお問い合わせ下さい。 

                         

青少年健全育成活動の推進 
 

◇石川県スポーツ少年団スポーツ大会が開催されました。 
 

第４４回石川県スポーツ少年大会は、７月２６日（土）午後１時４０分から医王山スポー

ツセンターにおいて、県内８つのスポーツ少年団３７名が集い、開会式が行われました。 

石川県スポーツ少年団本部長の柱山嗣廣大会長の開会のあいさつと斉藤誠浩スポーツセ 

ンター所長の歓迎のことばの後、各少年団の代表が元気に誓いのことばを述べました。 

このあと、各市町代表団員への参加記念綬の手交の後、早速軽スポーツで汗をかき、仲間

とふれあいました。 

 大会は１泊２日の日程で行われ、参加者は軽スポーツや運動会、そして夜のキャンプファ

イヤーで他団との交流を楽しみました。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



◇第１１回子どもドリームフェスティバル事業の取り組みを 

紹介します。 

 
 

練習風景 

 

 
 

私たち「ぼらぼらの会」は、発達障害を持つ子ど

もたちと、その保護者で構成しているグループです。

子どもたちの「舞台で演劇がしたい！」 という夢を

叶えてあげたい…。 

私たちの会のメンバーとの出会いは約５年前にな

ります。「障害を持った子どもたちの演劇公演プロジ

エクト」という NPO 法人エイブル・アートジャパン

の企画にそれぞれが応募し、初めての演劇を体験し

ました。 

会の子どもたちは様々な発達障害を持っていま

す。コミュニケーションがうまく取れない、集中力

が続かない、じっとしていられない、集団行動がと

れないなどの問題をかかえている子どもばかりでし

た。しかし、プロの演劇人による適切な指導と療育

関係スタッフや、一緒に劇に参加してくれた同年齢

の健常の子どもたちのサポートのおかげで、素晴し

い作品が出来上がりました。子どもたちはこの体験

を通して劇をすることが大好きになり、また、メン

バー同士の絆も深まり、友情関係も生まれました。

私たちは今後も子どもたちの友情と表現活動を継

続していきたいという思いからこの会をたちあげ、

表現ワークショップに参加したり、劇の鑑賞をした

りと、試行錯誤しながらも活動を続けてきました。

今回の「子どもドリームフエスティバル」で

は、再び演劇公演を経験し、発達障害の子ども

たちが普段、なかなか感じ得ることが出来ない

「達成感」や「やれば出来る！」とういう自信、

そして一生涯心に残る思い出を残して欲しい

です。そして、学校教育や福祉関係の仕事に関

わる多くの方々に、頑張っている子どもたちの

姿を通して「障害があっても、サポートがあれ

ばこんなにも可能性が広がるんだ！」というこ

とを、改めて知ってもらえたらいいなと思って

います。 

 



「第１１回子どもドリームフェスティバル」に選ばれて 
巨大ダンボールハウスを作って、みんなで楽しみたい（珠洲市直小メンバーズ） 

 

能登半島の先端にある珠洲市は人口 1 万 8 千人

ほどですが、小学校が９つ、中学校が４つあり

ます。私たちの珠洲市立直（ただ）小学校は、3

年前に、日置小学校と統合し、すこし変則的な

学区をまたぐ生徒数 76 名ほどのこぢんまりと

した小学校です。 

今の 6 年生は男子 6 人、女子 5 人です。男子

6人のうち 4人が野球部に、女子 5人のうち 3人

がミニバスケットボール部に入っています。 

 

この年代にはよくあることかもしれませんが、男

子よりも女子が活発に見えます。この子たちが 3 年

生の時、教室の後ろのスペースで、ダンボールハウ

スを作って、1・2年生の子どもを招待したことがあ

りました。このときの経験が基になって、今回、女

子メンバーに 5 年生の 1 人を加えた 6 人が中心とな

って、子どもたちだけで、ドリームフェスティバル

に応募しました。採択されるとは思ってもみなかっ

たのですが、実際に選ばれたと知って子どもたちは

多少戸惑いながらも喜んでいました。 

 

せっかくの機会ですので学年の結束を高

めようと男子も巻き込み、活動することにし

ました。 

夏休み直前に、話し合いの時間を取り、子

どもたちで事業名を考えました。多数決の結

果「直っ子（ただっこ）ダンボールハウス作

り隊」事業とすることになりました。最初は

作成する場所や、ダンボールハウスを展開す

る場所がなく困りましたが、校長先生が全面

的に協力を約束してくれ、普段は部活動や社

会教育活動に使われる体育館を、期間限定で

はありますが優先的にダンボールハウスに

貸してもらえることになりました。変則学区で、スクールバスで通学している子どももいる

ため、夏休み中の登校日を中心とした活動となり、また部活動の練習の合間をぬっての作成

となりましたが、子どもたちは楽しそうに、思い思いのダンボールハウスを形にしています。

体育館にダンボールハウスを移動したら本格的な活動開始です。学校に泊まったり、きもだ

めしを計画したりと、子どもたちはその日を楽しみにダンボールハウスの製作に取り組んで

います。（ダンボールハウス宿泊は 8月 21 日（木）に実施しました。） 

事務局／川端ゆかり 



健民運動紹介・奨励コーナー 
 

◇石川県知事杯争奪第３０回中部日本招待少年サッカー大会が 

開催されました。 
大会は、８月２３日(土)･２４日(日)の２日間にわたり､県内外の１６チー

ムが県営まめだ簡易グラウンドのサッカー場に集まり、第１日目は、開会式

及び、参加チームが４ブロックに分かれ、リーグ戦が実施されました。 

本大会は、昭和５４年に第１回大会が開催されて以来、長年にわたり本県で

開催され、石川県におけるサッカーの競技力向上や、サッカーを愛好する同

世代の子どもたちとの交流などを目的に、中部各県の代表チームを招いて開

催しています。開催期間中には、県外選手を県内選手に招きホームステイを

し、中部各県の皆さんと本県の子どもたちが、お互いに親睦を深め合い、 

友情の輪を広げています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民ボランティアセンターだより 
＊ 収集物 (８月分) ＊ 

＜使用済み切手＞ 
石川県計量検定所、石川県社会福祉協議会ボランティアセンター、 
医療対策課、金沢県税事務所、県民交流課、男女共同参画課 

 
計 ６ 件 

ご協力ありがとうございました。 
 

ご提供いただきました使用済み切手、書き損じはがきにつきましては、さまざまな 
支援を必要としている人々に役立てていただいております。ぜひお寄せください。 

 
＊ ひとこと ＊ 

 
虫の音が秋近しを感じさせるころとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 

すがすがしい季節を迎え、みなさんの身近では、さまざまな分野でボランティア活動 
が行われています。 

ぜひ、みなさんも一緒にボランティア活動をしてみませんか？ 

     （財）石川県県民ボランティアセンター 
〒９２０－０９６２ 
金沢市広坂２丁目１番１号 石川県広坂庁舎２号館２階 

ｔ ｅ ｌ ： ０ ７ ６ － ２ ２ ３ － ９ ５ ５ ８ f a x ： ０ ７ ６ － ２ ２ ３ － ９ ５ ５ ９ 
ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ ： ｅ １ ３ ０ ５ ０ ０ ａ ＠ ｐ ｒ ｅ ｆ ． ｉ ｓ ｈ ｉ ｋ ａ ｗ ａ ． ｌ ｇ ． ｊ ｐ  



 ９月の健民運動カレンダー 
 

９／１３(土) ～１５（月・祝） 

第２０回記念ツール・ド・のと４００ 

       於：内灘町～輪島市～七尾市（能登島）～内灘町 

       主催：ツール・ド・のと・４００実行委員会、(財)日本サイクリング協会 

          北國新聞社、富山新聞社 
９／２１(日) 8:30～ 

第２２回猿鬼歩こう走ろう健康大会 

       於：柳田運動公園   主催：猿鬼歩こう走ろう健康大会実行委員会  

  

第 1７回石川県スポーツ・レクリエーション祭 
 
９月開催の種目と開催市町・日程・会場一覧 
 開催市町 大   会   名 主管団体 期日 曜 会      場 

１ 金沢市 ふれあいドッジボール 県ドッジボール協会 9／74 日 
いしかわ 

総合スポーツセンター 

２ 白山市 フライヤーフェスタ獅子吼 県フライヤー連盟 8／24 日 
獅子吼高原 

フライトエリア 

 

【本部事業】 
９／ ６(土）13:30～ 

   第２７回加賀地区中学生意見発表大会 

於：能美市根上総合文化会館 

９／１４(日)  9:30～ 

       第４０回全能登私の主張発表大会 

       於：能登演劇堂 

９／１５（月・祝）8:30～ 

       第６１回金沢市「中学生からのメッセージ」発表会 

於：金沢市教育プラザ富樫 

９／２０（土）13:30～ 

       第１８回少年の主張石川中央地区大会 

       於：津幡町文化会館シグナス 

９／２３（火）8:30～ 

       第３５回太陽と緑に親しむ健民祭総合開会式 

       於：西部緑地公園陸上競技場 
 

 

 

 

 

 

 

 



薫 風 
「お花の命を頂いて」 

          石川県いけばな連盟   理事 市村 理優 

 

 私の好きな詩で、柴山金慶老師の詠まれた花の詩があります。 

花は黙って咲き 

黙って散ってゆく 

そうして 再び枝に帰らない 

けれども その一時一処に  

この世のすべてを託している  

一輪の花の声であり 

一枝の花の真である 

永遠にほろびぬ 生命の喜びが  

悔いなくそこに 輝いている 

私たちは、谷本知事に会長をしていただいています。石川県いけばな連盟の３月の県庁の

１９階の展望ロビーで行われた石川県いけばな展も含め、大小いろいろではありますが、年

に１０回前後の花展に、作品を出瓶しています。 

花展会場では、目を瞠る作品が来場者の方々を楽しませてくれます。お花をご覧になられ

て、「きれいな仕事で、いいですね。」と、声を掛けてくださる方がいらっしゃいます。 

諸先輩をはじめ、いけた人達は、にこにこ微笑まれて、「ありがとうございます。」と心から

お礼を言っていらっしゃいます。 

 しかし、気を付けて見てください。その手先は洗ってもきれいにならない程に草花で色付

いていたり、小さな傷の為、バンソウコウが張られていたりしています。作品は完成します

と、それはきれいに輝いています。けれどその過程では、力や技術、ご家族の理解や協力が

あって出来上がっているのです。そして、完成したからといって、お世話をしないでいると、

水は汚れ草花は枯れ、悪臭までしてくるようになります。ですから、いけた人達は毎日自分

の作品に責任を持って、きれいな姿でいてもらえるようにお世話に通っていらっしゃいます。 

 私達は、一瞬の命を精一杯に生きているお花から、命を頂いて、自分の作品を作り上げて

いるのです。ですから、花展会場で声を掛けて下さった方々にお答えすると同時に、作品と

なってくれたお花に対しても感謝の気持ちを込めて、「ありがとうございます。」と、お礼の

言葉を言っています。そして、その心はお教室に通って来ている人達にも伝えていっていま

す。 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

毎月７日は「健康の日」です。 

     ～歩くことから健康づくり、運動することを習慣にしましょう。～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

毎月第３日曜日は「家庭の日」です 
～ 家族とのふれあいを大切にしましょう ～ 

 
 
 
 


