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 鼓 動
             石川県青少年育成推進指導員連絡会 

                     副会長  河村 喜久子        
 

地域で活躍する中高生 
                                        
 石川県青少年育成推進指導員は知事から
１０２名が委嘱され、県内各地で様々な立場
から青少年の健全育成に取り組んでいます。
市町での活動の他、グッドマナーキャンペー
ン・警察署員と共にコンビニや書店での有害
図書等区分陳列一斉点検、そして県内を６ブ
ロックに分け、青少年育成関係者も交えて
「ブロック別研修会」を開催しています。 
 同じ県内でも、共通の現代的課題の他に、
加賀・金沢・能登と環境の違いから抱える問
題が違ってくる面もあり、ＳＮＳなどのネッ
トやいじめなどは都市に限らず奥能登でも
同じ情報が溢れ、特にネットは親や大人の理
解を超えているのが現状です。 
 近年、社会を揺るがす青少年に関わる痛ま
しい事件や、問題行動に走る青少年の事柄が
毎日のように報道されていますが、伝統文化
の継承やボランティアなどで活躍している
青少年が沢山いる事を知って欲しいです。 
 高齢者の多い奥能登では、中高生の存在は
大きく、朝早くクリーンビーチ石川で、率先
して海岸清掃する能登高校生徒。東日本大震
災を教訓に、父親が遠洋漁業で長期間不在と
なる小木中学校生徒会は、自分達が父親に代
わり守ろうと、町の防災訓練で幼児・小学生
の誘導や高齢者の手助けを住民の先頭になって行い、防災カルタを作成し保育所や公
民館への配布や住民の防災意識を高めるために、防災の歌と踊りを考案し広く町民へ
の意識啓発を図っています。今では、防災訓練には小木地区住民のほとんどが参加と
なり、それまで「防災訓練なんて」と無関心だった住民の意識や行動をも変えたので
す。明るく、懸命に頑張る姿は何より能登を元気にします。 
 社会の変化は目まぐるしく、価値観・家族形態の変化と青少年を取り巻く環境は、
決して楽観できるものではありません。継続は力なりとか、青少年の健全育成を図る
と共に頑張っている中高生を応援し続けたいと思います。 

小木地区津波防災避難訓練　町内の案内シート
を掲げ、集合場所を知らせます。 

一人では階段が不安な方をサポートして、避難
場所まで行きます。

小学生に遊びを通して防災意識を高めてもらう
ために大型防災カルタを手作りしました。

小木地区津波防災避難訓練で集まった方に、
めった汁を配ります。
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 第 42 回太陽と緑に親しむ健民祭 

 
  平成２７年９月２０日（日）から１０月１５日（木）の 
間、子どもから高齢者までだれもが参加して健康づくりと体

力づくり運動を進めるため、西部緑地公園陸上競技場を中心に、総合開会式を含め
て１５の競技が開催されました。晴天に恵まれ絶好の運動日和となった今年は、期
間中約８千人の参加者が、各種目で運動の楽しさを味わいました。 
 
 ○総合開会式 
 

 

 

 

特 集

　９月２３日（祝）、西部緑地公園陸上競技場において、１４の競技団体を中心に
約１，０００人の参加を得て開催されました。村田信親実行委員長の開会宣言の
後、本部長谷本正憲知事からご挨拶をいただきました。また、参加者を代表して石
川県走ろう会連絡協議会会長の野村泰裕さんのご家族三世代の体力づくり宣言、健
民さわやか体操による準備体操が行われ、最後に石川県リズムダンス協会羽咋ジュ
ニアリズムダンス教室の皆さんによるアトラクションが披露されました。 

参加者のみなさん
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健民さわやか体操（指導　松下裕子さん）

アトラクション「踊るポンポコリン」（羽咋ジュニアリズムダンス教室）

アトラクション「Dreamland」（羽咋ジュニアリズムダンス教室）

家族三世代体力づくり宣言
（左から　野村泰裕さん、廣谷宜明さん、野村時代子さん）
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○マラソンに挑戦する会２０１５ 

 

○石川県スポーツ少年団サッカー交流大会 

【試合結果】 優勝　富樫サッカー　　準優勝　湯野少年サッカークラブ
第３位　額サッカー　　敢闘賞　森本サッカー

 

 

　９月２０日（日）、犀川緑地公園大豆田大橋のスタート地点から、「記録や順位に
とらわれず、自分の体力に応じてゆっくり長く走る機会とする」という趣旨のもと、
５㎞、１０㎞、２０㎞、３０㎞、フルマラソンの各部で、県内外の８５５人のランナー
が犀川沿いのコースで、ランニングを楽し
みました。

　９月２１日（祝）～２３日（祝）の３日間、県営まめだ簡易グラウンドサッ
カー場と内灘町サッカー競技場を会場に、県内の５５チームが参加しました。
サッカーを通じて競技の歓びを体験し、また、相互の交流を深め、仲間意識を高
める機会となりました。

○ニュースポーツ体験コーナー  

　９月２３日（祝）、西部緑地公園投てき場で
開催されました。
　来場者には、ディスゲッター・ラダーゲッ
ター・スカットボール・アキュラシーの４種類
のニュースポーツの楽しさを体験してもらいま
した。
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○健民ペタンク大会  

【試合結果】

 

優勝　白山松任クラブＡ
２位　金沢中央健康クラブＢ
３位　能登町柳田Ａ

 

　９月２３日（祝）、西部緑地公園
投てき場で開催され２５チームの約
９０人が日頃の練習の成果を競い
合いました。

○健民歩こう大会

　９月２３日（祝）、西部緑地公園陸上競技場前から出
発し、伏見川の右岸・左岸を約６キロメートル歩き、ウォ
ーキングを楽しみました。全県から約８０人の参加があ
りました。

○健民マレットゴルフ大会  

【試合結果】

男子　優勝　田中邦雄　　２位　西川明　　３位　橘高信幸
女子　優勝　南美和子　　２位　山田祥子　３位　本田喜美代・中村真由美・平田孝子

 

 ９月２３日（祝）、専光寺
ふれあいの森ゴルフ広
場で、約１００人の参加
が森林浴をしながらゲ
ームを楽しみました。

 

○健民ゲートボール大会  

【試合結果】

第１コート　　優勝　羽咋なぎさ（羽咋市） 　２位　珠洲見附（珠洲市）
第２コート　　優勝  小松城山（小松市）　　 ２位　松風ファミリー（七尾市）
第３コート  　優勝  ヤマセミ（能登町）　 　２位　住吉クラブ（志賀町）
第４コート　　優勝  ノト親友（能登町）　　 ２位　志賀フレンド（志賀町）
第５コート　　優勝  白山ブルーム（白山市） ２位　中能登南部（中能登町）
第６コート　　優勝　白山松鶴（白山市）　 　２位　能美根上（能美市）

 

　９月２３日（祝）、総合
開会式の後、西部緑地公
園陸上競技場で約１６０
人が６コートに分かれ、
各４チームずつでゲーム
を行いました。
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○健民グラウンドゴルフ大会  

【試合結果】

和歌山国体の公開競技、グラウンド・ゴルフの団体ゲーム（都道府県対抗）で
石川県チームは、第３位となりました。

　男子の部：赤グループ 　優勝　山森氣平　　２位　西　昇　　　３位　中林均
　女子の部：赤グループ   優勝　石田幸子　　２位　高島幸子　　３位　本田洋子
　男子の部：青グループ   優勝　土島伸一    ２位　脇山仁士    ３位　畠山長人
　女子の部：青グループ   優勝　矢萩厚子　  ２位　山田愛子　  ３位　呉比美奈子

※１０月中に開催された次の種目別大会は、次号以降で紹介します。

 

　９月２３日（祝）、西部緑地公園陸上競技場補助競技場において、約５００人が参加して開催
されました。谷本正憲県知事の挨拶の後、参加最高齢者の新田きくえさん（９４歳、穴水町在
住）が表彰されました。また、始球式では谷本知事が同伴プレーヤーの石田幸子さんらと共に
プレーを楽しみました。

○リズムダンス講習会

〇健民野球大会　〇おはようサイクリング石川健民大会　
〇健民オリエンテーリング大会　〇石川県健康クラブ交歓大会

 

　９月２４日（木）、河北台健民体育館で２００人を越える参加者が、石川県リズムダンス協会公
認指導者５人から講習を受けました。「ストレッチ＆ウォーミング」では、『石川県民の歌』『真
珠採りのタンゴ』『知床旅情』、「講習タイム」では、『昨日今日明日』『カナダからの手紙』の各
曲の振付と踊りについて指導がありました。最後に全員で『かがやきパラダイス』を踊って、講
習を終えました。
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◇ 平成２７年度少年の主張石川県大会 

        

 

 
 
 
 
 

発表者と役員の皆さん

最優秀賞　山田萌恵さん
「努力のレンガ」

優秀賞　上田裕衣さん
「がんばらなくていい」　

優秀賞　米澤春風さん
「小さな挑戦」

 

　９月２６日（土）に石川県青少年総合研修センターで「少年の主張石川県大会」が開催されまし
た。８月２３日の能登地区大会、８月２９日の加賀地区大会、８月３０日の金沢地区大会・石川中央大
会の４地区大会で選ばれた１６人の中学生が、日常生活や学校生活の中で体験したことに基づい
て、自分の考えを力強く堂 と々訴えかけました。　
　巧みな表現、感動的な内容、中学生らしいさわやかな態度、真摯で前向きな姿勢での発表は、
来場した皆さんの共感を呼び起こし、どの発表にも会場いっぱいの拍手がわき起こりました。

　６人の審査員による審査の結果、最優秀賞には中能登町立中能登中学校３年山田萌恵さ
んの「努力のレンガ」、優秀賞には白山市立笠間中学校３年上田裕衣さんの「がんばらなくて
いい」と石川県立錦丘中学校３年米澤春風さんの「小さな挑戦」が選ばれ、最優秀賞の山田さ
んは、１１月８日に東京で開催される「少年の主張全国大会」（国立青少年教育振興機構主
催）への出場候補者（石川県代表）として推薦されました。　

　大会は、正木明大会委員長（子ども・若者活動推進委員会委員長）の挨拶の後、６人の審
査員と１００人を越える来場者を前に前半と後半に分かれて発表が行われました。発表終了
後、井上克彦審査委員長（石川県市町教育委員会連合会副会長）から、審査結果が発表さ
れ、正木大会委員長から賞状と副賞が手渡されました。　
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開会挨拶（正木大会委員長） 前列から　発表者、審査員、来場者

結果発表（井上審査委員長） 表彰式（最優秀賞） 閉会挨拶
（池田大会副委員長）

　その後、才鴈一博審査員（石川県教育委員会学校指導課担当課長）から講評をいただき、最後
に池田誠大会副委員長（健民運動推進本部事務局長）の挨拶で大会を閉じました。

　皆さんが成人して社会で活躍するころには、人口の減少やグ
ローバル化の進展、そして絶え間ない技術革新により、社会が大
きく変化すると言われています。そして、皆さんが就くことになるで
あろう職業についても、大きく変化しているのではないか、たとえ
ば、今ある職業がなくなっているとか、半分ほどが新しいものに
なっているのではないかということが言われています。大きく変
わっていく時代に、皆さんには、こうした変化を乗り越えて、高い
志や意欲を持つ自立した人間として未来を切り開いていく力が求
められることになります。

　こうした中、皆さんが今回のように日常の出来事や社会の出来事に自ら関心を持って、
自ら課題を見つけ、そしてその解決方法を考え、自分なりの結論を導き出していることは
大変素晴らしいことだと思いますし、それを、こういう形で主張・表現することは、これか
ら求められる力として、大変必要なことだと思います。
　また、今日の発表の内容に関しても、日常の生活の中にある何気ないことを改めて見つ
め直して見ることとか、ある出来事をきっかけに新しく少し考えてみることとか、いずれも
自分の身の回りから見つけたテーマを取り上げていました。
　たとえば、将来の目標をしっかり持ち自ら成長しようとか、周りに左右されることなく努
力を積み重ねていこうという、自分自身を磨き高めていこうとする内容、目標に向けて心を
一つにしてみんなで努力しようとか、友達のことや人を思いやることを大切にしようとい
う、人と人との関わりの中でよりよく生きようとする内容、人との出会いを通して小さな挑
戦を積み重ねていこうとか、後悔しないように今この時を大事にしようという、命や出会い
を大切にしてたくましく生きていこうとする内容、それから、世界に目を向け共に生きるた
めにできることを実行しようとか、また、本当に相手のことを思いやるということをしっか

【講評】（才鴈審査員）
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り考え行動しようという、よりよい社会や生活の実現に向けて行動しようとする内容など
がありました。
　それらを皆さん自身の視点や言葉で、しかも自分のメッセージが聴く人の心に届くよう
に伝え方を工夫して、実感を持って語っており、皆さんが物事をどのようにとらえ考えてい
るのかということが、本当によく伝わってきたと思います。
　これからはこの少年の主張での貴重な経験を生かして、自らの言動に自信を持って、ま
た責任を持って活躍するとともに、さらに高い志を持って、それぞれの夢や希望の実現に
向けて歩むことを期待しています。
　この大会に参加した皆さんはもちろんのこと、ご支援いただいた先生方やご家族の方、
さらにはこの大会の開催に尽力していただいた関係者の皆様に心より感謝申し上げま
す。

　「継続は力なり。」この言葉は私の座右の銘です。
　小学校の頃の私は宿題の他に予習や復習をしていました。努力するこ
とは素晴らしいことだと信じていたのです。
　中学校に入学してからもその姿勢は同じでした。できる限りの準備を
して、何事にものぞむよう心掛けてきました。
　そんなある日の休み時間のことです。友人との話題は次のテストのこ
とでした。すると友人がこんなことを言ったのです。
　「萌恵はいいよねー。頭良いから勉強しなくても良い点が取れてさ。」
　返す言葉が見つかりませんでした。私だって何もしないで良い点が取れる訳ではありません。自
分なりの努力をずっと続けてきたのです。友人の一言で私の努力は周りの人には見えないのだと
気付きました。そのことがショックでした。
　部活動ではバスケ部のキャプテンをしていました。部の雰囲気を盛り上げるために声を積極的
に出し、みんなを引っ張るように素早く行動してきました。
　でも、それとは裏腹に部の雰囲気は悪くなっていくばかりか、大きな声を出すと、「真面目だね。
」と冷やかされます。そのたびに泣きたい気持ちになりました。
　そんな事が続き、努力することに対する喜びや達成感をだんだん感じることができなくなりまし
た。努力して結果が良かったとしても、誰も見えない私の努力には気がついてくれないし、みんな
の前で頑張る姿を見せると冷やかされます。冷やかされて嫌な思いをするくらいなら努力しないほ
うが楽に決まっています。
　私は努力することをサボり始めました。
　数日後。自分の部屋を掃除していると、少し前の学校だよりを見つけました。私が見つけた学校
だよりには校長先生から私たちへのこんなメッセージが書かれていました。
　「人生はレンガを積み上げていくようなものだ。１日１つずつレンガを積んでいく。１度置いたレ
ンガはもう２度と動かせない。頑張って積んだレンガはきれいなままで、怠けて雑に積んだレンガ
は雑なまま残っていく。積み上げられたレンガは、あなた自身。さてあなたのレンガは？」
　そのメッセージの最後の一文が鋭い矢のように私の心に深く刺さりました。私は今、努力を怠け
てしまっている。雑なままレンガが残ったらどうしよう。
　私はその不安を、父に話しました。すると父は
　「おまえが人１倍努力していることは、お父さんは知っているよ。だから、みんなに見えなくても
努力を続けたら良いと思うよ。」
と言ってくれました。そのひと言で、私の迷いはすーっと消えていきました。
　周りには見えなくても、冷やかされても、小さな努力の結晶が今の私です。これからも努力する
ことに誇りを持ち、丁寧に真っ直ぐレンガを積み上げていきたいです。この先の未来、努力のレン
ガを積んできたと、自信を持って言える自分になりたいです。

【最優秀賞】 
「努力のレンガ」山田萌恵さん
（中能登町立中能登中学校３年）
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石川県ゲートボール協会常任理事会・理事会  

 

 

１１／ １（日） 
 
 

第２回やちや酒造神谷杯争奪「利家とまつ」親善ゲートボール大会 
会場：白山郷公園ゲートボール場（白山市） 
主催：金沢市ゲートボール協会 

１１／ 5（木） 
 
 

健康わくわく出前講座 
会場：羽咋市役所横体育館 
主催：羽咋健康クラブ 

１１／１１（水） 
 
 

健康わくわく出前講座 
会場：金沢市立長坂台小学校プレイルーム 
主催：おおぞらクラブ 

１１／14（土） 
 
 

健康わくわく出前講座 
会場：野田町会館（金沢市） 
主催：長坂台地区社会福祉協議会 

１１／14（土） 
 
 

ふるさとづくり表彰式・花いっぱいのつどい 
会場：石川県行政庁舎１９階展望ロビー交流コーナー 
主催：石川県健民運動推進本部 

１１／27（金） 
 
 

健康わくわく出前講座 
会場：津幡町条南公民館ホール 
主催：津幡町条南公民館 

１１／27（金） 
 
 

健康わくわく出前講座 
会場：羽咋市老人福祉センター和室 
主催：羽咋市老人福祉センター 

 

 
       

 期日 大会名（開催地） 会場・主管団体等 
ニュースポー
ツ体験広場 

11/8 

（日）

スポーツでリフレッシュ
！     （白山市） 

松任総合運動公園体育館 
主催：白山市 

 
協賛大会 
 
 

１１/ 3 
（祝）

国府校下一周駅伝大会 
            （小松市） 

国府体育館周辺（小松市） 
主催：国府地区スポーツクラブ 

11/29

（日) 
にんじゃーin杜の里2015 
        （金沢市） 

杜の里小学校（金沢市） 
主催：NPO法人クラブぽっと 

　９月３０日（水）午前１０時から、いしかわ総合スポーツセンターで
開催されました。平成２７年度事業経過や表彰者推薦、納会、予定
されている各大会、審判員資格試験について報告がありました。
　また、県民体育大会での審判について話し合われ、来年度は帯同
審判制を継続するが、それ以降における相互審判制の導入について
検討することとなりました。

◇ 健民運動活動紹介 

 

◇ １１月の健民運動カレンダーH27.１０.20 現在 

□ 参加しましょう！ 

 

【お知らせ】内閣府の主唱により、１１月１日から３０日までの１か月間を「子ども・若者育
成支援強調月間」としています。石川県でも、国の実施要綱に基づき、重点的に子ども・
若者育成支援への取組を図ることとしています。
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 薫 風
                          石川県早朝野球協議会 

                                     事務局 的場 秀一        

                                       （金沢市早朝野球協会理事長） 

 

屋外スポーツ運営の悩み 

 

 毎年、石川県早朝野球選手権大会では大変お世話になりありがとうございます。石

川県早朝野球選手権大会も回を数えますと、今年で３５回目の開催となりました。私

がお世話をしてからあまり年月は経っていませんが、３５年というかなり長い年月が

過ぎ、いろいろな出来事があったと思います。どの大会でも同じだとは思いますが、

限られた時間内で大会（試合）をこなしていくことはかなり大変なものです。特に野

球は、屋外スポーツで天候に左右されやすく、雨が降ると試合が出来なくなります。

プロ野球でしたらドームという全天候型野球場の環境で、天候にはさほど影響される

ことは少ないでしょう。 

 今年の石川県早朝野球選手権大会では、大会の日の朝方５時ごろに土砂降りがあり、

グランドは滝のように打たれ、川のように水が流れていました。雨が上がってから、

選手、役員一同でグランドでの水取りを行い、そのかいありまして無事に大会を終え

ることが出来ました。久々に水取りを行いましたら次の日は足腰が痛くなる大変な思

いをしました。 

 私は、金沢市早朝野球協会の理事長も兼務していまして、金沢市早朝野球協会では、

８月末からこの石川県早朝野球選手権大会に出場するチームを決定する大会を、早朝

に開催いたしております。 

 その時期になりますといつも天気予報が気になり、夕方パソコンの画面に釘付けで

仕事が手に付かない状況です。「明日は晴れるか」、「あー雨か」、「また雨か・・・」

などと口走って毎夜悩んでいます。 

 この時期になるといつも、「金沢にもドームがあれば・・・」と強く心に思うとこ

ろです。 
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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 (１０月分) ＊＜使用済み切手など＞

米泉公民館、総務事務管理室、県民生活課、計量検定所、統計情報室、全国社会保険職員労
働組合石川支部、匿名の方 の 計 ７ 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１１月の予定】

【第６回 [活動編]起業した人が実行している５つのルール教えます】

現代は企業や行政だけでは対応しきれ 日時 １１月８日（日）１０時～１２時
ない問題が山積しています。地域貢献を
仕事にした実体験をヒントに地域活動へ 場所 能登会場
の参加と次世代の人材育成の取り組みを 羽咋勤労者総合福祉センター
学びます。 羽咋市千里浜町カ1-20

定員 ２０名

【第７回 [運営編]活動を深めたい！広めたい！仲間が増える法則】
どうしてこの活動を知ったの？なぜ一

緒に活動したいと思ったの？活動を認知 日時 １１月１５日（日）１０時～１２時
・共感してもらう組織作りのコツを２人
の体験や参加者相互の対話から学ぶワー 場所 加賀会場
クショップです。 小松市民センター

小松市大島町丙42-3

定員 ２０名

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 ～


