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鼓 動
石川県サイクリング協会

理事長 髙桑 民生

ＧＯ！ＧＯ！オジサンだって、まだまだ走り続けます

自転車は、人それぞれに楽しみ方があります。私は、週末を中心に空いた時間に
近くの野山をゆっくり走り、アッチコッチで一休みして美味しいものを食べたり、
時には年甲斐もなくガツンと走
って汗を流したりと、特別な目
的もなく気の向くままにペダル
をふんでいます。

春から秋は自転車イベントも
多く、私も準備に忙しく走る機
会も年齢とともに少なくなって
きましたが、年４回のサイクリ
ングイベントには必ず参加して

自転車は「環境に優しく健康
に良い乗物」と言われています
が、近年走るマナーが問題視さ
れ、交通法規が改正となり「走
るルール」が問われています。
心にゆとりをもった安全運転で
自転車ライフを楽しみましょ
う。

当協会も自転車の持つ素晴らしい特性が社会に根付き自転車文化が構築されるこ
とを目的に努力してまいります。

只今！会員も募集中です。

サイクリングの様子 サイクリングの途中で

いもほりサイクリングで

います。これからは、９月のツー
ル・ド・のと 400、中部日本サ
イクリング大会（今年は愛知県
知多半島、来年９月は石川県山
中温泉で開催）、10月の五郎島い
もほりサイクリング、白山一里
野温泉のマウンテンバイクシ
リーズ石川大会などが開催予定
ですが、60歳半ばを過ぎたオジ
サンですが県協会の皆さんと楽
しく参加し、協力しています。
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◇ 健康わくわく出前講座

年間４０回開催予定の「健康わくわく出前講座」は、７月までに、１７回開催し

ました。子どもから大人まで、体を動かすことの楽しさを体験していただいていま

す。これまでにこの講座を利用して実施された健康づくりの催しのいくつかを紹介

します。

〇イキイキサロン八ツ矢（白山市）

６月１０日（水）に、八ツ矢町公民館に、３７人の方が集まり、全員でリズ

ム体操を楽しみました。皆さん終始笑顔で積極的に参加し、いろいろな方との

コミュニケーションを図る中で、心も身体も元気になっていただきました。

会場の様子

会場の様子

〇高齢者交流会「波並お楽しみ会」（能登町）

６月２３日（火）に能登町三波会館に３１人の方が集まりました。講師の方

の運動と身体のしくみについてのお話しを皆さん興味を持って聴き、その後の

体操やゲームで運動への意欲を高めていました。

主な内容は、頭の体操、認知症予防の話、タオルを使ったリズム体操やボー

ルゲームでした。

2



〇金沢市小坂小学校１年３組クラス行事
６月２７日（土）に、１年３組の児童とその保護者や兄弟合計６０人が集ま

り、「心と体のわくわくゲーム」を楽しみました。

最後まで笑顔いっぱいでした。お父さんも積極的で

した。

・アイスブレイキング２種

・歌遊びジャンケン「手のひらを太陽に」

・ダンス２曲

・ゲーム「木の中の子リス」

・スキンシップ体操（「ひまわりの歌」でストレッチ）

・触れ合い遊び２種

会場の様子

講師の下川さん

〇玉鉾地区地域サロン（金沢市）
米丸地区では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、米丸地区

まちぐるみ福祉活動推進委員会の協力を得て、玉鉾２丁目会館で地域サロンを

開催してます。

７月７日（火）の内容は、音楽に合わせて体操をする「音楽療法」でした。

笑顔の参加者１

手ぬぐいを使って体操 講師の指導に合わせて体操

笑顔の参加者２ 推進委員会のスタッフ
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〇井上公民館「ゆったり体操」（津幡町）
７月１５日（水）に、井上コミュニティプラザに１６人の皆さんが集まり、

「体に優しいストレッチ」、「筋トレ体操」、「レクリエーションゲーム」を楽し

みました。参加者の方はいつも進んでこの催しに参加し、健康の増進に取り組

んでいます。

講師の宮田さん 軽い体操 ストレッチ

ストレッチ 「体がよく動きます」

〇神子原健康クラブ健康教室（羽咋市）
７月２３日（木）、外は雨でしたが、神子原公民館に２１人の皆さんが集ま

り、自分の体について知り、姿勢改善の体操とゲームを行いました。

講師の指導 座骨を感じる体操 笑顔の参加者

足の裏の体操

神子原の棚田腹筋を感じる体操

公民館前の農産物直売所「神子の里」では、神子原米の新米予約がいっぱい、日

当たりも土も良く、野菜も甘みがあって、美味しいそうです。
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◇ 子どもドリームフェスティバル
－「夢」の選考結果 －

７月３日（金）、午前１０時３０分から、県行政庁舎会議室で選考委員の皆様に

審議していただき、５つの「夢」が選ばれました。内容等は次のとおりです。

夢の内容 グループ名・学年 地域

クラス全員で秘密基地をつくりたい。 能美市立宮竹小 能美市

学校

５年

「かんこ踊り」を地域と共に未来に残し、伝承するた 白山市立白峰小 白山市

めに、全校で踊りや歌を地域の方から学びたい。そし 学校

て大きな行事の機会や音楽堂の大舞台で発表し、大好 全学年

きな白峰の良さを世界に発表したい。

年長児１０４人全員でたくさんのお店やさんをしたい。 みはる幼稚園 金沢市

年長児

「加賀八幡起上り神輿」の巡行を盛り上げるためのパ 「加賀八幡起上 金沢市

フォーマンス・振付を創作・完成させて地域で発表し、 り神輿」隊

石川県だけでなく、全国に発信させたい。 小学生

手作りした甲冑を身につけて、「子ども武者行列」とし 七尾市立天神山 七尾市

て「七尾城山まつり」に参加し、地元の祭を盛り上げ 小学校

て、七尾をアピールしたい。 ５年

司会（正木委員長） 審議の様子

第１８回子どもドリームフェスティバル発表会
開催日 平成２８年１月２４日
場 所 石川県立音楽堂邦楽ホール
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◇ 第４２回太陽と緑に親しむ健民祭
実行委員会

８月６日（木）に、健康づくり推
進委員の皆様によって、第４２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。

総合開会式には約１，０００人、
行事全体で約７，０００人の参加を
見込んでいます。

多くの皆様の参加をお待ちしてい
ます。

【第４２回太陽と緑に親しむ健民祭（体力つくり県民大会）実施要綱】

１ 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。

２ 開 催 期 間 平成２７年９月２０日（日）～１０月１５日（木）

３ 総合開会式 平成２７年９月２３日（水・祝日）西部緑地公園陸上競技場

４ 開催行事、期日及び会場

行 事 名 期 日 会 場
マラソンに挑戦する会２０１５ ９月２０日（日）大豆田大橋上流広場
石川県スポーツ少年団 ９月２１日(月･祝) 県営まめだ簡易グラウンド・他

サッカー交流大会 ９月２２日(火･休)
９月２３日(水･祝)

◎ラジオ体操のつどい ９月２３日(水･祝) 西部緑地公園陸上競技場
◎健民祭総合開会式 ９月２３日(水･祝) 西部緑地公園陸上競技場
健民ゲートボール大会 ９月２３日(水･祝) 西部緑地公園陸上競技場
健民グラウンド・ゴルフ大会 ９月２３日(水･祝) 西部緑地公園陸上競技場補助競技場
健民ペタンク大会 ９月２３日(水･祝) 西部緑地公園投てき場

◎ニュースポーツ体験コーナー ９月２３日(水･祝) 西部緑地公園投てき場
健民マレットゴルフ大会 ９月２３日(水･祝) 専光寺ふれあいの森ゴルフ広場

◎健民歩こう大会 ９月２３日(水･祝) 西部緑地公園陸上競技場前出発
◎リズムダンス講習会 ９月２４日（木）河北台健民体育館
健民野球大会 １０月４日（日）石川県立野球場

◎おはようサイクリング １０月１１日（日）大豆田大橋上流広場
石川健民大会

◎健民オリエンテーリング大会 １０月１２日(月･祝) 石川県森林公園
石川県健康クラブ交歓大会 １０月１５日(木) いしかわ総合スポーツセンター

◎印の行事には、当日だれでも自由に参加できる。
５ 主 催 石川県 石川県健民運動推進本部

６ 主 管 各競技団体

７ 後 援 石川県教育委員会 石川県ラジオ体操連盟

８ 参 加 賞 総合開会式の参加者に対し参加賞を贈呈する。

９ 傷害保険 本部では、参加者を対象に１日傷害保険に加入する。
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◇ ９月の健民運動カレンダー H27.８.20現在

９／ ９（水） 健康わくわく出前講座

会場：旭ケ丘公民館（内灘町）

主催：サロンあさひ

９／ ９（水） メイプルレディース「ヨガ健康体操教室」

２３（水） 会場：那谷町会館（小松市）

主催：メイプルレディース

９／１１（金） 健康わくわく出前講座

会場：津幡町総合体育館

主催：（一社）津幡町体育協会総合型地域スポーツクラブ

９／１３（日） いしかわキャンプフェスティバル

会場：白山市瀬波川キャンプ場

主催：石川県キャンプ協会

９／２０（日） 第４２回太陽と緑に親しむ健民祭

～ 会場：西部緑地公園陸上競技場等（金沢市等）

１０／１５（木） 主催：石川県健民運動推進本部

９／２１（祝） 第２７回ツールド・のと４００

～２３（祝） 会場：内灘～七尾～輪島

主催：北國新聞社

９／２４（木） 健康わくわく出前講座

会場：芦城小学校ふれあい広場（小松市）

主催：芦城っ子クラブ

９／２６（土） 平成２７年度少年の主張石川県大会

会場：石川県青少年総合研修センター（金沢市）

主催：石川県、石川県教育委員会、石川県健民運動推進本部

□ 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（９月開催予定）

期日 大会名（開催地） 会場・主管団体等

種 9/6（日) フライヤーフェスタ獅子吼 獅子吼高原フライトエリア

目 （白山市） 主管：石川県フライヤー連盟

別 9/22（休) 年齢別ミックスダブルス 西部緑地公園テニスコート

テニス大会 （金沢市） 主管：石川県テニス協会

9/27（日) キンボールスポーツ交流会 小松市桜木体育館

（小松市） 主管：石川県キンボールスポーツ連盟
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薫 風
石川県博物館協議会

会長 嶋崎 丞

（石川県立美術館長）

地域社会における博物館の役割について

言うまでもなく博物館とは、社会教育の一翼を担う機関で、地域住民に対して文

化的・知的なサービスを提供するサービス機関でもあります。では、博物館に求め

られるサービスとはどのような事でしょう。

第一番目は、博物館が従来から行ってきたことですが、資料を展示して、鑑賞や

観察の機会を提供することです。このことは、いかに時代が変わろうとも、今後も

継続されていく博物館の基本であることは言うまでもありません。資料充実のため

に収集を行い、調査研究を実施し、その結果を展示中心に公表していく、このごく

当たり前のことが一番難しいサービスであるかも知れません。

二番目は、分かりやすい展示を心掛けることです。博物館学芸員の考えた展示は

何となく難解で、デパートの文化催事や博覧会の展示は理解しやすいという言葉を

耳にします。解説のキャプションやパネルに書かれた文字の表現内容、字数の分量、

大きさ、それらを掲示する位置、色彩、館内や資料に対する照明や資料の展示方法

など、ちょっとした工夫がサービスにつながります。最近では展示資料について解

説する列品解説も盛んに行われるようになってきました。

三番目は、展示活動に直接関係のない総体的サービスです。従来型のサービスと

しては講演会、研究会、連続講座などがありますが、近年は体験型のサービス活動

を実施する博物館が増えてきました。いわゆる物造りの実技体験、博物館資料や複

製品を使って、その資料が使われていた時代の人びとのくらしや思いを体験する、

茶会の開催などもこの部類に属すると思われます。さらにはコンサートや映画会な

ども開催され、展示活動を補助する手段として実施されているものも見られますが、

多くは音楽や映画の愛好者を、博物館に取り込む手段として実施されているものが

多いように思われます。いずれにせよ広い意味での文化的な各種のイベントを開催

し、博物館へ集まってくる人びとを楽しませることもサービスにつながっていくこ

とだと思われます。

　従来の博物館活動では、専ら博物館の設置者やスタッフが考えたプログラムを、

博物館の利用者に対して一方的に提供してきたといっても過言ではありません。し

かし、今日は博物館と利用者が一体となって博物館活動を考え創り出し、喜びや感

動を分かち合う時代になってきました。利用者の目線に立ち、質の高い博物館活動

を実施すべく各館が努力していますので、多くの県民の方々のご利用をお待ちして

います。
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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 (８月分) ＊＜使用済み切手など＞

少子化対策監室、医療対策課、健康推進課、総務事務管理室、監理課、石川県教職員互助会、
文化財課、匿名の方 の 計 ８ 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。

【平成27年度 石川県NPO起業実践講座開催事業9月の予定】

〇「第３回【広報編】人が集まる！ライターの文章テクニック」

どんな魅力的な活動もイベントも正し 日時 ９月３日（木）１９時～２１時
く告知できなければ集客につながりませ
ん。効果的なチラシテキスト作成のコツ 場所 金沢会場

ータンセ援支動活ＯＰＮ県川石。すまび学を方り作の章文や
※第４回とのセットでの参加をオスス 金沢市香林坊2-4-30 ラモーダ７階

メします。
定員 ２０名

〇「第４回【広報編】魅力的なチラシはテンプレートを変えろ」

活動・イベント告知に欠かせないチラ 日時 ９月１７日（木）１９時～２１時
シ。チラシの仕上がりは集客にも大きく
影響します。情報を見やすくまとめるコ 場所 金沢会場
ツや効果的なビジュアルの使い方を知っ 石川県ＮＰＯ活動支援センター
て、人を惹きつけるチラシを作りましょ 金沢市香林坊2-4-30 ラモーダ７階

う。
※第３回とセットでの参加をオススメ 定員 ２０名

します。

参加費：全て無料 主催：（特）百万石ワールドカフェ
≪詳細情報・参加のお問い合わせ・お申し込み≫

http://www.hyakumangoku.org/ishikawaseed3/

石川県NPO活動支援センター（あいむ）月曜日は休館

〒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。《夜10時まで開館（火～金曜日）》
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 ～


