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 鼓 動
               日本海洋少年団石川県連盟 

事務局 上田敦子 

                                   （石川県少年団体協議会）        
 

 「ちかい」と「やくそく」 

                                          
  ちかい 
 １ 海のような広い心で団結し、すべての人を友とします。 
 ２ 体をきたえ心をやしない、りっぱな海の子になります。 
  やくそく 
 １ 海洋少年団員は名誉をおもんじます。 
 ２ 海洋少年団員は誠実です。 
 ３ 海洋少年団員は人を助け親切です。 
 ４ 海洋少年団員は礼儀を正しくします。 
 ５ 海洋少年団員は進んで規律を守ります。 
 ６ 海洋少年団員は約束を守ります。 
 ７ 海洋少年団員は節約します。 
 ８ 海洋少年団員はほがらかで何事にも積極的です。 
 ９ 海洋少年団員は清潔整頓につとめます。 
 10 海洋少年団員は常に感謝を忘れません。 
  
 これは、海洋少年団員になった時最初に交わす誓いと約束です。 
 昭和２６年に、社会教育団体として設立された「日本海洋少年団連盟」は、現在、
全国８８の単位団と連携して、人間性や社会性を
養う体験の場を提供する活動を行っております。 
 今年は２年に１度開催される全国大会が、「第
５２回日本海洋少年団全国大会（海っ子の祭典 in
東京）」として、７月３１日、８月１日、８月２
日、の３日間にわたり、国立オリンピック記念青
少年センターで開かれました。 
 その活動の頻度や具体的な活動内容は、各単位
団体がそれぞれの地域や気候条件などを考慮し
工夫して行っていますが、通常活動としては、結
索（ロープワーク）、手旗、水泳が行われます。
カッターボート訓練は、夏場の天候に恵まれた時
に保護者会のご協力を得て実施されます。 
 その他の活動としては、海難遺児のための街頭
募金、冬場は、スキー合宿、クリスマス会を兼ね
たリーダー研修会、夏場は、寝袋を持参してキャ
ンプ、中部地区連盟主催の若年指導者研修に参加
し意見交換等に取り組んでいます。 
 将来の世界を担う子供達を育成する方々は、各
方面でそれぞれに沢山活動をされていらっしゃ
いますが、他の活動についてはお互いに知る機会
がそれ程多くはないように思われます。 
 今回、「鼓動」に私たちの活動内容を紹介させ
て頂ける機会を得て有難く思っています。これが
きっかけで少しでも活動の輪が広がることを期
待しています。 

全国大会参加（東京） 

カッターボート訓練 

海岸清掃活動
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◇ 第１３回加賀地区健康クラブ普及育成研修会 

 
〇開会式 
  ・ 国歌斉唱 
  ・ 開会の挨拶   石川県健康クラブ協議会会長  田川 修身  
  ・ 励ましのことば 石川県健民運動推進本部本部長  谷本 正憲（代理） 
  ・ 歓迎のことば  能美市教育委員会教育長    中嶋 敏一 
〇実技研修 
  ・ 歌唱   『真赤な太陽』『オー・シャンゼリゼ』 
  ・ 準備体操 『健民さわやか体操』  
  ・ 全体踊り 『オー・シャンゼリゼ』 
〇閉会式 
 ・ 閉会のことば     能美市健康クラブ協議会会長  斉藤 和夫 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 〇歌唱の研修  

 

開会の挨拶（田川会長） 歓迎のことば（中嶋教育長） 閉会のことば（斉藤会長）

　１１月５日（木）、能美市物見山総合体育館で、第１３回加賀地区健康クラブ普 
及育成研修会が１８クラブ約２００人の参加で開催されました。   
　開会式の後、来年度の「加賀地区健康クラブ交歓大会」に向けて、歌唱と踊りの 
実技研修が行われました。踊り『オー・シャンゼリゼ』の研修では、参加者から練 
習の繰り返しが要望され、１時間以上に及んで、指導者も参加者も踊りを楽しみま 
した。 
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〇踊りの研修

 

 

踊り『オー・シャンゼリゼ』の指導

  

〇平成２８年度の「加賀地区健康クラブ交歓大会」の予定 

    １ 日時  平成２８年５月２６日（木）１０：００～ 
    ２ 会場  能美市物見山総合体育館（能美市辰口町リ１番地） 
    ３ 内容  開会式、歌唱、準備体操、全体踊り、クラブ発表、閉会式 
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〇踊りの研修

 

 

踊り『オー・シャンゼリゼ』の指導
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◇ 健民運動ふるさとづくり表彰式 

 
 
 
 
 
 

 〇ふるさとのツバメ総調査作品･ツバメのお宿シール原画コンクール  
 

開会挨拶（池田事務局長）
 

受賞者の皆さん  

シール原画の部 最優秀賞 藤田さん 感想文の部 最優秀賞 中橋さん 

「ふるさとのツバメ総調査作品･ツバメのお宿シール原画コンクール」の作品展示会

　１１月１４日（土）午前１１時から、県庁行

政庁舎１９階展望ロビーで行われ、「ふるさとの

ツバメ総調査作品･ツバメのお宿シール原画コン

クール」と「『家庭の日』川柳コンクール」の受

賞者（詳細は、先月号に掲載）が表彰されました。  

　池田誠事務局長の開会挨拶では、「ふるさとの

ツバメ総調査」において毎年地道に調査活動に

ご協力をいただいている皆様に感謝の言葉が述

べられ、また、「川柳コンクール」に寄せられた

一句一句に表現された、明るく楽しい家庭の様

子から、改めて家族の絆の大切さ

に思いを馳せることができた旨の

言葉がありました。

　健民運動推進本部では、今後も

「ツバメ調査」や「家庭の日」の啓

発をとおして、「ふるさとづくりの

推進」を行っていきたいと思って

います。  
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〇「家庭の日」川柳コンクール

中学生の部 最優秀賞 澤﨑さん 小学生の部 最優秀賞 牧野さん 

一般の部 最優秀賞 端河さん 川柳入賞作品の展示会

最優秀賞 白山市立北辰中学校

 

◇ 花いっぱいのつどい 

　ふるさとづくり表彰式に続いて、午後１

時から、第５１回花いっぱいコンクールの

入賞花壇に対する表彰が行われました。（入

賞花壇は先月号で紹介）

　池田事務局長からは、「北陸新幹線が開

業し、県外からの多くの皆さんを美しいお

花でお迎えすることは、何よりもの『おも

てなし』であり、受賞者を始め、半世紀以

上にわたり「花いっぱい運動」に取り組ん

でいる皆様に感謝申し上げます。」という

挨拶がありました。

　表彰の後、土屋照二審査委員長（石川花

の会会長）の講評と優秀花壇の紹介、最優秀賞を受賞した白山市立北辰中学校の村本

順文教頭による体験発表が行われました。

　なお、会場の県庁展望ロビーには、入賞花壇をはじめとして、ご応募いただいた花

壇の写真を展示して紹介しました。 
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第５１回花いっぱいコンクール審査講評 

                   審査委員長（石川花の会） 土 屋 照 二 

はじめに 

おわりに 
 このコンクールは、「人びとの花への愛情が健康に育ち、明るい環境の中で全県民の心が豊

かになること」を願うものです。来年も、協力し合って自分たちの手で世話した花たちが県下

に美しくいっぱいに咲くことを願っております。 

 
 

花いっぱいコンクール体験発表 
                     白山市立北辰中学校教頭 村本順文 
 

　花いっぱいコンクールは今年で５１回となりました。「花

いっぱい」にご理解のある皆様方が、継続して活動と参加を

されてきたことにより、今回も実施することができました。

皆様方には深く感謝の意を表したいと思います。

　毎年、コンクール前には、猛暑とその後に訪れる気温低下、

秋雨がありますが、今年は特にその変化が大きく、花の管理には大変な苦労をされ、また回

復が困難だったことと思います。このような状況の中で、今年も美しく花いっぱいにしてい

ただきました。  

　コンクール応募総数は４８件でした。９月２８日から１０月１日の間に石川花の会理事８

人が３人一組で現地審査を、１０月１６日に審査員全員で最終審査を行いました。花壇が元

気で「迫力」が感じられるか、管理や構成に「工夫」があるか、花壇管理や環境整備に「努

力」があるか、花壇の「規模」が適切であるかについて評価いたしました。  

１）「個人の部」には４件の応募がありました。どれもが美しく迫力があり、また花好きな方々

　らしい楽しく美しい花いっぱいになりました。 

２）「幼少年の部」には７件の応募がありました。花が園内で美しく咲き、園児たちの情操 

　を豊かに育くんでくれたことでしょう。 

３）「小学校の部」は昨年同様に少なく、２件の応募でした。２校とも花いっぱいで今後の 

　展開が期待されます。 

４）「中学校の部」には４件の応募がありました。すべての中学校で良く手入れされ、どの 

　花も活き活きと美しく咲き誇り、活動も含めて地域に大きく貢献していました。 

５）「高等学校の部」には２件の応募があり、心和む「花いっぱい」が展開されました。こ 

　れからも美しい花園が展開されることを期待します。 

６）「一般の部」では２９件の応募があり、ほとんどの花壇が地域を飾る、環境美化に貢献 

　するものでした。公民館、町内会、老人会等地域住民やＪＡの活動、企業の取組みで、多 

　くの方々が献身的に「花いっぱい」に取り組まれていました。敬意を表します。  

　北辰中学校では、生徒たちが「感性を豊かに」

することを願って、花壇づくりに取り組んでい

ます。美しいものを「美しい」と感じる心を持ち、

毎日、普通に美しいものの中に生活する。常に

美しいものを見て、心でとらえ、生きるものを

いとおしく思う心「生命の尊重」の心を持つ。

それが私達の願いです。

　「人と人との絆」を大切にし、保護者や地域植え付け準備
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◇ 健民運動活動紹介 

 
第２１回石川県健康クラブ会長等役員会

 

ボランティア・企業のご協力とご支援に感謝しながら、

生徒・職員が一丸となって花壇づくりを行っています。

　できあがった花壇は、朝の散歩の人や来校者、市内

の学校や施設、金沢市の学校にも開放し、楽しんでい

ただいています。 平成２６年には、花いっぱいボラン

ティア活動として、陸前高田市に花の苗「花嫁」を育

てて贈りました。土作り、水やり、4,000 株の苗作り、

800 個のプランターへの土入れ、定置花壇の増設、手入

れ、プランターの片付けなど、多くの皆様に年間を通

してご協力をいただいたことに感謝しております。 植え付け準備

早朝から世話をする職員

地域ボランティアによるカット作業 片付け作業

夏休み 保護者による朝の水やり

　１１月１９日（木）午後 ３時

３０分から、山代温泉「ゆのく

に天祥」で開催され、平成２７

年度に行われた「能登地区交歓

大会」（５月２０日）、「県普及育

成研修会」（６月１７日）、「県交

歓大会」（１０月１５日）、「加賀

地区育成研修会」（１１月５日）についての報告と反省、会計報告が行われました。 
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石川県ゲートボール協会表彰伝達式・納会

 

〇ゲートボール功労者表彰 安地 博（志賀町） 
〇健康功労者表彰     作田 隆常（川北町） 

堀江 健爾（中能登町）

 

〇審判員功労者表彰    本 幸子（小松市） 
浜野 外幸（志賀町） 
平 未知子（能登町） 

 

 

◇ １月の健民運動カレンダー H27.１２.20現在 

１／ １５（金） 
 
 

平成２７年度青少年ボランティア賞表彰式 
会場：石川県行政庁舎１１０９（１１階）会議室（金沢市） 
主催：石川県健民運動推進本部 

１／ １７（日） 
 
 
 

２０１６新春ゲートボール大会 
会場：野々市市さわやかホール、七尾市田鶴浜室内ゲート 
  ボール場、中能登町鳥屋室内ゲートボール場 
主催：石川県ゲートボール協会 

１／ ２４（日） 
 
 

第１８回子どもドリームフェスティバル 
会場：石川県立音楽堂邦楽ホール（金沢市） 
主催：石川県健民運動推進本部 

１／ ２５（月） 
 
 
 

絵本センターのつどい 
会場：石川県庁１１０２会議室（金沢市） 
主催：石川県健民運動推進本部、石川子ども文庫連絡会 
協力：石川県立図書館 

 

□ 参加しましょう！ 
       

 期日 大会名（開催地） 会場・主管団体等 

石川県民スポ
ーツ・レクリエ
ーション祭 
協賛大会 

１/ 23 
 (土) 
 
 

バドミントン・トリプルス
交流大会（金沢市） 
 
 

いしかわ総合スポーツセンター 

         （金沢市） 
主催：ＮＰＯ法人かなざわ 
  総合スポーツクラブ 

 

石坂会長から安地さんへ

受賞者の皆さん

 

　また、平成２８年度の交歓大会等の開催概要についても協議が行われました。各大会の予定

は、次のとおりです。

 〇第 13 回加賀地区健康クラブ交歓大会　5月 26 日 ( 木 ) 能美市物見山総合体育館

 〇第 49 回石川県健康クラブ普及育成研修会　6月 16 日 ( 木 ) いしかわ総合スポーツセンター

 〇第 49 回石川県健康クラブ交歓大会　10 月 13 日 ( 木 ) いしかわ総合スポーツセンター

 〇第 20 回能登地区普及育成研修会　10 月 27 日（木）津幡町運動公園体育館

 １２月６日（日）午前１０時から、津幡町文化会館シグナスで開

催されました。

 石坂修一会長の開会挨拶の後、日本ゲートボール連合ゲートボー

ル功労者表彰・健康功労者表彰・審判員功労者表彰、石川県ゲート

ボール協会会長賞・審判員褒賞を受賞した３４人に石坂会長から表

彰状が渡されました。

 日本ゲートボール連合からの表彰は、次のとおりです。
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 薫 風
                           石川県マレットゴルフ協会 

                                     理事長 齋藤 和夫         
 

マレットゴルフの２０年 

 
 マレットゴルフが石川県に紹介され、来年で２０年になる。 
 発足の頃のご苦労は大変なものがあったと想像に難くない。大小さまざまな木々が
立ち並ぶ林の中で、コースが一体作れるのか、ボールが本当に打てるか、など疑心暗
鬼で多くは見守っていたと思う。 
 実際を見た人にしか分からない珍しいスポーツであったにも拘わらず、コースを造
り、同好の輪を広げ、協会という組織を創設したその実行力は、今の私どもには考え
られないことで、畏敬の念を感じる。また同時に忘れてはならないことは、その頃の
社会では「生涯スポーツ」という新たな概念が脚光を浴びつつあり、それを見逃さず
捉えた先見の明の素晴らしさである。 
 以来、紆余曲折を経て今日に至っているが、特筆すべきは専光寺会場でコースの増
設と新設を企画し、全国でも有数の会場に仕上げたことである。古いコースは手の込
んだ人工芝でかなり打ち込みを要し、新しい方は土で造成された地形を読み取る面白
さがある。 
 県内には前述の専光寺会場の他、山間コースとし
て戸室会場、林間コースの手取公園と昨年新設され
た湯っ足りパークがあり、それぞれに趣があり楽し
める。マレットゴルフとしては後発県ではあるが、
コースの内容は先発県に劣らないという自負はあ
る。 
 この２０年の節目は一通過点に過ぎず、これからを見据える立地点と考えている。 
　発足の頃ご苦心された方々の死亡や高齢化、そして、現会員の高齢化など淋しくかつ
厳しい現実は確かに押し寄せている。しかし、心の安らぎや健康など私どもが計り知
れない恩恵を受けているこのマレットゴルフを、一時のスポーツで終わらせることな
く掛け替えのない財産として育んでいかなければならない。私ども全員がその責務を
共有し、自然淘汰に耐えしっかり次の世代に継承してこそマレットゴルフの明るい将
来があると考える。 

 
 
 
 
 

専光寺ふれあいの森ゴルフ場 

第４２回太陽と緑に親しむ健民祭「健民マレットゴルフ大会」（専光寺ふれあいの森ゴルフ場） 
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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 (１２月分) ＊＜使用済み切手など＞

ことぶき１３期会、金沢宝船路郵便局、長寿社会課、障害保健福祉課、健康推進課、危機管
理監室、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。

「【実務編】活動記録を財産に変えるデータ管理術」

イベントや事業の記録をしまいこんだま 日時 １月２１日（木）１９時～
まにしていませんか。記録は貴重な財産で
す。主催者、参加者両方の視点でクラウド 金沢会場
を活用して未来に役立つデータ管理・活用 場所 石川県ＮＰＯ活動支援センター
方法を学びます。 金沢市香林坊2－4－30 ラモーダ7階

参加費：無料 定員 ２０名
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/

NPO・ボランティア団体からお知らせを「あいむ」ホームページでご覧いただけるよう
にしました。

詳しくはこちら ⇒ http://www.ishikawa-npo.jp/chirasi/kaisaiannai.htm
イベントやボランティア募集など皆さんからの「チラシ・パンフレット」をお待ちして

おります。

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。

平成２７年度 石川県ＮＰＯ起業実践講座開催事業１月の予定

「あいむ」ホームページにチラシコーナーを新たに設置しました
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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 ～


