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鼓 動
石川子ども文庫連絡会

代表 志村 由紀子

読書の喜びに出会う場を作る
－子どもたちの幸せを願って－

石川子ども文庫連絡会は、県内40余りの文庫やおはなしグループ、また子どもの
本に関心のある人で作っている連絡会です。2015年は発足して32年目になります。

文庫というのは、家庭文庫と地域文庫があるのですが、自宅や地域の集会所など
で日や時間を決めて開いている"場"のことです。それぞれ文庫によって活動内容は
さまざまですが、どちらも、子どもたちと本をつなげ、読書の喜びに出会い、その
ことを通して子どもたちが心豊かに幸せに育ってほしいという願いをもって開かれ
ています。その願いのために、自宅や集会所に絵本や本をそろえて貸し出しをした
り、おはなし会で紙芝居・絵本の読み聞かせ・語り・わらべうた遊び・かがく遊び
等をしています。また近年では、学校や図書館で読み聞かせを行う読書ボランティ
アが増えてきており、文庫が学びの場になっていたりもします。

このように基本的には、それぞれの文庫が工夫しながら日々の活動を行っている
わけですが、月に１度各文庫から集まってきたメンバーで学習会や講演会や交流会
をするのが文庫連絡会です。今年度の例会は、「新刊を紹介し合う会」「幼年文学に
ついて学ぼう」「読書会―名作新旧の読み比べ―」「ブックトークを学ぼう」「文庫
でできる折り紙・工作」「絵本について」などです。６月には戦後70年に思いを馳
せて、勝尾金弥先生をお招きして「戦争・平和の本を読み合いましょう」という講
演会を持ちました。

私たちの願いの原点は「子どもたちの幸せ」にあります。幼い時に絵本の読み聞
かせを親や大好きな大人にしてもらうことが子どもの心と言葉を育むことになり、
そして読書の喜びと出会うことになり、その子の子ども時代の幸せ、さらに未来を
強く生きていく力につながると信じて活動しています。しかし、読書の喜びも平和
な社会があってこそです。

日本中の子どもたちだけでなく世界中の子どもたちが、本のある暮らしができま
すように、このささやかな願いがかなえられることを願ってやみません。
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平成２７年度第１９回

石川県能登地区健康クラブ交歓志賀大会

〇 開会式

◇ 開会宣言 能登地区交歓大会実行副委員長 大溝 傑

◇ 国歌斉唱 君が代斉唱

◇ 開会あいさつ 能登地区交歓大会実行委員長 浦野 恒一

◇ 励ましの言葉 石川県健民運動推進本部長 谷本 正憲

石川県健康クラブ協議会長 田川 修身

勝泉小長町賀志

石川県議会議員 石田 忠夫

志賀町議会副議長 寺井 強

○ 全体競技等

◇ 歌唱 「我は海の子」、「故郷」 指導 須磨 武子

◇ 準備体操 健民さわやか体操 指導 橋場スミエ

◇ 全体踊り 「福浦もじり」、「富来音頭」 指導 堀 薫

◇ 各クラブ発表

○ 閉会式 開会宣言

◇ 閉会あいさつ 能登地区交歓大会実行副委員長 林 寛

◇ 協会旗引継 志賀町から津幡町へ

開会
◇ 次回開催地あいさつ 津幡町健康クラブ 河内 七生

あいさつ
◇ 閉会宣言 富来健康クラブ協議会顧問 桑原智栄子

協議会長励ましの言葉

来賓席

特 集

開会式

入場行進
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５月２０日（水）、志賀町総合体育館２階アリーナで、能登各地区から１９の

健康クラブが参加し、能登地区交歓大会が開催されました。

大会を主管する富来健康クラブ協議会は、前年の秋の研修会から当日までの間、

何回となく打合せを行い、リハーサルを重ね、「おもてなし」の気持ちで大会を

成功させようと会員一丸となって頑張ってきました。その甲斐もあって、素晴ら

しい好天に恵まれ、１，０７０名の方々をお迎えすることができました。

「まるでお花畑にいるようにカラフルなユニフォームですね」（県健康クラブ

協議会田川会長）との言葉をいただいた会員を前に、開会式が行われ、来賓の方

方から歓迎と激励の言葉が贈られました。

全体競技においては、参加人数から会場が狭小ではないかとの心配をしており

ましたが、入場行進をはじめとし、各団体の連携協力により、スムーズなプログ

ラム運営ができました。

各クラブの発表では、この大会に向けて練習の成果が遺憾なく発揮され、色と

りどりの衣装と歌謡あり民謡ありアニメソングありのバラエティー豊かな曲目で

踊りを披露していただきました。

閉会式では、次期開催地の津幡町へ協会旗を引き継ぎ、津幡町を代表して、河

内七生さんより「おもてなしを受けてありがとうございました。楽しい時間を過

ごさせていただきました。ぜひ２年後は津幡町で会いましょう」とご挨拶をいた

だきました。

大会の開催にあたりご支援・ご協力を賜りました関係各位と参加者の皆様に厚

くお礼申し上げます。（志賀町富来健康クラブ協議会）

歌唱指導全体歌唱

操体かやわさ民健導指操体備準
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閉会式 閉会あいさつ

来年度は、加賀

地区での開催です。

能登地区大会は、

２年後、津幡町で

開催予定です。

協会旗引継 次期開催地あいさつ 閉会宣言

クラブ発表（富来）
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◇ 美しい石川を歩く
－内灘から見る白山と日本海

６月10日（水）、浅野川線内灘駅集合グループが

内灘町林帯遊歩道経由で、道の駅内灘サンセット

パーク集合グループに合流し、開会式・準備体操

の後、総勢38人（参加者28人、スタッフ10人）で、

能登海浜自転車道や内灘サイクリングターミナル、

「風と砂の館」を経由して歩きました。好天のさ

わやかな一日で、全員が歩くことを楽しみました。

「風と砂の館」では係員から「粟ケ崎遊園」や

「内灘闘争」の歴史について説明を受け、内灘町

の歴史の一端を学ぶこともできました。

参加者からは、次回も参加したいという沢山の

声をいただきました。コース地図は http://www.pref.

ishikawa.jp/seikatu/kouryu/2undou1arukumap.htmlへ。

白帆台からの
河北潟
医王山（左）
キゴ山（右）

道の駅内灘サンセットパーク出発前

運営スタッフの皆さん（歩こう会）

「新聞で知って来ました。また参加します。」

能登海浜自転車道林帯遊歩道 内灘大橋
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◇ 家庭の日「川柳コンクール」(募集)

●作品のテーマ 「家族」に関するもの

●応募方法

[児童・生徒の部（小学生・中学生）]

所定の応募票（児童・生徒の部）を使用し、作品（5・7・5の川柳）、学校名、学年、

氏名、住所、電話番号を記入し、郵送または持参で応募してください。応募作品は、自作

で未発表のものに限ります。応募は１人１句とします。

[一般の部（石川県に居住する人）]

所定の応募票（一般の部）またはA4サイズ以下の用紙に、作品（5・7・5の川柳）、氏

名、年齢、住所、電話番号を記入し、郵送またはファクシミリで応募してください。応募

作品は、自作で未発表のものに限ります。応募は１人１句とします。

●審査および入選結果発表

各部門ごとの入賞者は平成２７年１１月１５日（日）の健民運動表彰式で表彰し、表彰

状およ び副賞（図書カード）を授与します。

●提出先および問合せ先

石川県健民運動推進本部「家庭の日」川柳コンクール係

〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１丁目１番地 石川県県民交流課内

電話０７６－２２５－１３６６ FAX０７６－２２５－１３６３

◇ 第51回花いっぱいコンクール(募集)

石川県民の手づくりによる花いっぱい運動が全県くまなく広がることを願い、花いっぱいコ

ンクールを実施します。 締め切り【８月２８日必着】

●対象花壇 夏秋花壇（プランターや鉢を使った移動花壇も含みます。）

行き交う人々の心をなごませてくれる「花いっぱい」であるものを募集します。

●募集部門 Ａ 個人の部 Ｂ 幼少年の部 Ｃ 小学校の部 Ｄ 中学校の部

Ｅ 高等学校の部 Ｆ 一般の部（50坪以上：165㎡以上）

Ｇ 一般の部（10坪以上50坪未満：33㎡以上165㎡未満）

Ｈ 一般の部（10坪未満：33㎡未満） ※自薦・他薦は問いません。

●表彰 ８つの部門別に、優秀賞、奨励賞を授与し、優秀賞の中で特に優れている花壇

は、最優秀賞を授与します。表彰式は、１１月１５日（日）に開催の「花いっ

ぱいのつどい」で行います。

●申込先等 申込の詳細は、下記にお問合せ下さい。

〒920-8580 金沢市鞍月１丁目１番地 石川県県民交流課内

石川県健民運動推進本部 TEL076-225-1365 FAX076-225-1363

石川県健民運動推進本部では、昭和４４年から毎月第３日

曜日を「家庭の日」と定め普及啓発しています。

「家族」をテーマに、児童・生徒および一般から川柳を募集

します。 締め切り【９月４日必着】
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◇ 健民運動活動紹介

平成２７年度石川県青少年育成推進指導員委嘱状交付式及び研修会

平成27年5月31日（日）午後１時から、石川県青少年総合研修センターで、開

催されました。青少年の健全育成のため、指導員と各市町の青少年担当者等９１

名が集まり、相互に意見・情報交換等をし、研究協議を行いました。研修会の冒

頭では、会長・副会長に谷本知事から委嘱状が手渡されました。

〇次第

・役員の選任

・委嘱状交付

・会長挨拶

・青少年関連主要事業説明

・ブロック別討議

・ブロック別討議結果報告

【青少年の非行・被害防止全国強調月間について】

内閣府では毎月７月を非行防止に関する月間として、青少年の非行・被害防止

のための活動を全国で集中的に実施しています。皆様のご協力もよろしくお願い

します。

１ 期間 平成27年７月１日（水）から７月31日（金）まで

２ 重点課題（１）インターネット利用に係る非行及び犯罪被害防止対策の推進

（２）有害環境への適切な対応

（３）薬物乱用対策の推進

（４）不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止

（５）再非行（犯罪）の防止

（６）いじめ・暴力行為等の問題行動への対応

（７）青少年の福祉を害する犯罪被害の防止

関係機関からの主要事業説明参加した指導員・関係者

谷本知事から会長・副会長へ委嘱状交付
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◇ ７月の健民運動カレンダー H27.６.20現在

７／２（木） 健康わくわく出前講座

会場：富永公民館（羽咋市）

主催：富永健康クラブ

７／５（日） 健康わくわく出前講座

会場：中村町小学校体育館（金沢市）

主催：中村町校区子ども会連合

７／７（火） 健康わくわく出前講座

会場：玉鉾２丁目会館（金沢市）

主催：米丸地区社会福祉協議会

７／８（水） メイプルレディース「ヨガ健康体操教室」

～２２（水） 会場：那谷町会館（小松市）

主催：メイプルレディース

７／１１（土） 平成27年度「民謡・民舞研修会」

～１２（日） 会場：加賀観光ホテル（加賀市）

主催：石川県民謡協会

７／１５（水） 健康わくわく出前講座

会場：津幡町井上コミュニティプラザ（津幡町）

主催：津幡町井上公民館

７／１６（木） 平成27年度日本海オープン全国親善ゲートボール大会

～１７（金） 会場：こまつドーム（小松市）

主催：石川県ゲートボール協会

７／２１（火） 健康わくわく出前講座

会場：糸田公民館（金沢市）

主催：糸田町会寿サロン会

７／２３（木） 健康わくわく出前講座

会場：神子原公民館（羽咋市）

主催：神子原健康クラブ

□ 参加しましょう！
第24回石川県民スポーツ・レクリエーション祭（７月開催予定）
期日 大会名（開催市町） 会場・主管団体等

7/5（日) グランドヤード大会 金沢市総合体育館

種
（金沢市） 日本グランドヤード協会

目
7/5（日) バリアフリーディスクゴル 加賀市中央公園スポーツセンター横広場

別
フ競技大会 （加賀市） 石川県障害者フライングディスク協会

大
7/19(日) ふれあいカヌー大会 木場潟カヌー競技場

会
（小松市） 石川県カヌー協会

7/20(祝) フレッシュテニス交流大会 いしかわ総合スポーツセンター

（金沢市） 石川県フレッシュテニス協議会
協 7/26(日) カンフーフェスティバル 金沢中央市民体育館
賛 ２０１５ （金沢市） 主催 ＮＰＯ法人ぴぃすく美川
大 7/26(日) ふれ愛スポーツフェスティ 田鶴体育館周辺
会 バル （七尾市） 主催 田鶴浜スポーツクラブ
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薫 風
石川郷土史学会

常任幹事 河島 満

第64回石川県五学会連合研究発表大会

昨年12月７日（日）に県立図書館県民交流室で発表会

が開催されました。当史学会は当番にあたり、担当役員

の高井さん、また、事務方として県立図書館副館長の橋

本さんが各会との連絡調整、会場準備、発表要旨の作成

に尽力されました。

研究発表は、一般課題と共通課題（交流と交通）につ

いてそれぞれ各会が発表しました。

１ 一般課題

（１）北陸史学会 十六世紀北陸における通貨事情

（２）石川地理学会 石川県における温泉の現状と将来

（３）石川考古学研究会 新発見の九谷焼資料

（４）加能民俗の会 白山市の獅子舞

（５）石川郷土史学会 近世図案絵画資料の保存と活用

２ 共通課題

（１）北陸史学会 近世社会の情報と飛脚

（２）石川地理学会 北陸新幹線の金沢開業

（３）石川考古学研究会 県内の古代交通関連遺跡について

（４）加能民俗の会 輪島（嶽参り）の変遷

（５）石川郷土史学会 奥方たちも通った参勤交代の道

当会は一般課題を鶴野さんが担当し、次の３点の要旨について話されました。

（１）江戸期の抽画技術技能を明らかにする

（２）失った古画の原容を知り古画の状態を知る

（３）伝統的なもの造り分野の発展への現状

共通課題を横山さんが担当し、幕末に幕府が弱体化したため、参勤交代、人質制

度は事実上なくなり、前田斉泰の正室容姫の２度にわたる帰国を例にその状況を説

明されました。
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香林坊地下駐車場をご利用ください。駐車料金を助成しています。

＊ 収集物 (６月分) ＊＜使用済み切手など＞

ことぶき13期会、計量検定所、危機対策課、県民交流課、監理課、教職員互助会、総務事
務管理室、医療対策課、匿名の方 の 計 ９ 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。

【事業報告書の提出はお済みですか？】

特定非営利活動法人（以下、「ＮＰＯ法人」という。）は、健全な市民活動の促進のため、特
定非営利活動促進法及び県条例により、毎年事業年度終了後３カ月以内に、下記の事業報告書
等を石川県ＮＰＯ活動支援センターへ提出することを義務づけられています。

事業報告書等の提出を怠るＮＰＯ法人については、過料による罰則が課されたり、法人認証
が取り消されたりするなどの可能性もありますので、必ず事業報告書等を提出くださるようお
願いします。

【提出が必要な書類】（提出部数は①のみ１通、その他の書類については各２通です。）

①事業報告書等提出書 ⑤計算書類の注記
②事業報告書 ⑥財産目録
③活動計算書 ⑦前事業年度の役員名簿
④貸借対照表 ⑧前事業年度の社員のうち１０人以上の者の名簿

【あいむの会議室をご利用ください！】

営利を目的としない社会的、公益的な市民活動を行っているＮＰＯやボランティアグループ
にご利用いただいています。プロジェクター・ホワイトボード・テレビなども無料で使えま
す！是非ご利用ください。

会議室のご利用には事前に申込みが必要です。
申込方法・申込書のダウンロード・予約状況の確認などはこちらからご覧いただけます。

http://www.ishikawa-npo.jp/yoyaku/riyou-kaigi_yoyaku.html

石川県NPO活動支援センター（あいむ）
〒920-0961 金沢市香林坊２丁目４番３０号 香林坊ラモーダ７階
TEL:076-223-9558 FAX:076-223-9559 http://www.ishikawa-npo.jp/

会議・打合せ等に「あいむ」をご利用ください！(会議室使用料 無料)
お問合せ、ご予約は上記「石川県ＮＰＯ活動支援センター（あいむ）」まで、

お気軽にどうぞ。
香林坊地下駐車場をご利用ください。駐車料金を助成しています。
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〒920-8580 金沢市鞍月１丁目1番地 TEL 076-225-1366

石川県県民交流課内健民運動推進本部 FAX 076-225-1363

インターネット 健民運動

発 行 ： 石 川 県 健 民 運 動 推 進 本 部

ＱＲコード

E-mail kenmin-i ＠ pref.ishikawa.lg.jp
＠ kenmin_undou

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 ～

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 ～


