
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 ～

〇 鼓動 青少年の健全育成のために
石川県青少年育成アドバイザー協会

会長 宮崎 禮子
〇 特集 第１８回子どもドリームフェスティバル
〇 絵本センターのつどい
〇 健康わくわく出前講座
〇 健民運動活動紹介

〇 平成２８年度の主な主催行事

〇 薫風 みらい子育てネットの活動

みらい子育てネット石川県地域活動連絡協議会

副会長 福島 恵子

〇 「あいむ」だより

kenmin-i@pref.ishikawa.lg.jpkenmin-i@pref.ishikawa.lg.jp
@kenmin_undou

《２８．３．１０第２３８号》石川県健民運動 ２・３２・３



鼓 動
石川県青少年育成アドバイザー協会

会長 宮崎 禮子

青少年の健全育成のために

石川県青少年育成アドバイザー協会では、青少年育成アドバイザーの資質向上と
地域社会に根づいた健全育成活動の充実を図ることを目的に、ブロック研究集会を
開催しています。このような機会を通して青少年を取り巻く社会環境を知ることは
とても重要です。

青少年育成アドバイザー
は、青少年が社会の一員とし
ての自覚を高め逞しく生きる
力を育てるため、青少年の地
域活動を支援するとともに、
健全な育成に相応しい社会環
境の醸成に努める責務を担っ
ています。そのため、絶えず
自己研鑽に励み、地域社会に
信頼される存在として、育成
運動の中核的役割を果たさなければなりません。

こうした本会の基本目標の実現を目指し、運動の重点方針や法定事項の実践に努
めるほか、次のような役割を担っています。

①「子どもが伸びるチャンスを行かす運動｣の提唱・推進を図ること。
②市町村青少年育成組織を支援し運営基盤づくりや青少年問題に関心の高い町づ

くり・国づくりに力を注ぐこと。
③青少年育成活動組織にかかわり計画、準備、調整、参加者の募集などの、プロ

グラムの実施に関わること。
④その他、育成課題解決の推進を図ること。
本年は、青少年育成国民会議創設５０周年となります。
現在、わが国における青少年を取り巻く環境は格段に変化し非常に厳しい状況と

なっています。青少年を守るべき地域、学校、家庭も大きく変質しています。青少
年育成活動にとっても厳しくなっており、今まで以上にみんながそれぞれの持ち場
で青少年育成の気運を高める必要があります。健全育成には、家庭の力が大切です。
スマホ対策、いじめや虐待など、青少年問題はますます複雑に深刻化しています。

今後、皆様方からもアイデアをいただいたり、引き続き意見交換をしながら、ま
た、青少年育成を絶えることなく継続してやって行くために必要な人材の育成にも
努めて、これからも活動に取り組んでいきたいと思います。

研究集会の様子

共催した少年の主張石川中央地区大会の様子
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第１８回子どもドリームフェスティバル

今年で１８回目を迎えた「子どもドリームフェスティバ
ル」が、１月２４日（日）に県立音楽堂邦楽ホールで開催されました。
明日の石川県を担う健全で創造性豊かな青少年の成長を願い、子どもたちが日

ごろ抱いている「夢」を、仲間とともに、地域の人々や専門家の支援を受けなが
ら、子どもたち自身の力で実現させるもので、県内各地から４２件の夢の応募が
あり、その中から選ばれ実現した５つの夢の発表が行われました。
これまでに、子どもたちは夢の実現に向けて、ドリームサポーターや地域の皆

様の協力を得ながら、それぞれの地域において様々な活動に取り組んできました。
また、子どもたちをサポートした大人たちも、夢の実現
という共通の目標に向けて力を合わせ、これを契機に保
護者同士のつながりや、地域の子ども会活動等が活性化
したことも大きな成果と言えます。

当日は、ご家族や関係者の皆さんでいっぱいになった
会場で、まず開会式が行われ、竹中博康副知事からは子
どもたちに「夢は見るものではなく、かなえるものです。」
と温かな励ましの言葉があり、子どもたちは笑顔で元気
いっぱいに発表を行いました。夢を実現した子どもたち
の喜びが会場全体に伝わり、全員で喜びと感動を共感す
ることができました。

みはる幼稚園の皆さん

此花子ども会連合会と白峰小学校の皆さん（左から）

宮竹小学校と七尾城子ども武者行列実行委員会の皆さん（左から）

特 集
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年長児全員でたくさんのお店やさんをしたい～みはるデパート～
みはる幼稚園（金沢市）

年長児１０４名が、「みはるデパート」を開き、「おすしやさん」
や「スイーツショップ」、「おもちゃやさん」、「アクセサリーやさ
ん」になるまでを歌を交えて発表しました。実際のお寿司屋さん
での職人体験と近江町市場での買い物体験をもとにして一生懸命
に商品を作るなど、子どもたちがアイディアいっぱいのお店やさ
んを作った様子が伝わってきました。

手作りした甲冑（かっちゅう）を身につけて地域の祭りを盛り上げたい
七尾城子ども武者行列実行委員会

日本百名城にも数えられている七
尾城址のそばに立地している天神山
小学校の児童たちが、地域の歴史や
伝統文化に親しみ、そこで学んだこ
とを活かして、手作りした甲冑を身
につけ地域の祭りを盛り上げてきま
した。５９名の児童たちが詩吟や武
者行列を披露し、活動の成果を舞台
いっぱいに繰り広げました。

（七尾市）
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「加賀八幡起上り神輿（みこし）」の巡行を盛り上げるパフォーマンスを創作し
て、全国に発信させたい

此花子ども会連合会（金沢市）

郷土玩具「加賀八幡起上り」の発祥の地で
あることにちなんで、「加賀八幡起上り神輿」
を担いで地域を巡行する祭を盛り上げるパフ
ォーマンスを完成させ、これまでに地元の人
や観光客に見てもらいました。地域の方々の
協力を得ながら創り上げたパフォーマンスで、
校下神輿行列や金沢マラソン応援スポットで
も披露してきました。４０名の子どもたちに
よるステージ上の神輿の激しい動きと力強い
太鼓の響きが、会場を祭の熱気に包み込みま
した。
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クラス全員で秘密基地をつくりたい
宮竹小ドリームチーム（能美市）

５年生２７名全員が、木材や段
ボールを使った「秘密基地」を作り、
児童会行事「宮っ子まつり」で全校
に楽しんでもらいました。

設計や組立作業の苦労、地域や保
護者の方の協力など、完成に至まで
の取り組みを発表しました。
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「かんこおどり」を地域とともに未来に残したい
白峰っ子かんこおどり隊（白山市）

白峰地区に代々受け継がれてきた伝統的な踊りを、未来に向けて伝えていくために、全校
児童３０名で踊りや唄を地域の方から学んできました。大好きな地元白峰の良さを皆さんに
知ってもらうため、全員で心をこめて踊り唄いました。白峰を海外に発信しようと、英語で
の発表も行いました。

☆各団体の代表が、舞台発表の後、「夢」の実現までの様子や感想を話しました。
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◇ 絵本センターのつどい
１月２５日（月）に、保育所（園）や幼

稚園、認定こども園、児童館、地域子ども
文庫などの絵本センターに携わる方々に集
まってもらい、絵本の読みきかせについて
理解を深めてもらいました。子どもへの絵
本の読みきかせによって親子のふれあう時
間が増え、子どもの豊かな心が育まれるこ
とを願い、昭和５０年から取組が進められ
ているものです。
今回は、石川子ども文庫連絡会と石川県立図書館の協力を得て、全体会と分科

会の２部構成とし、『体験！おはなし会 聞こう！図書館の知恵』と題して、約
１７０名が絵本についての実践研修を行いました。

全体会では、石川県立図書
館「子どもの本のひろば」の
司書から、園文庫の運営、園
が受けられる図書館のサービ
スなどの「図書館の知恵」が
伝えられました。また、「石
川子ども文庫連絡会」からは、
子どもたちの読書に関わる活
動についての紹介がありまし
た。

分科会では、参加者が石川
子ども文庫連絡会の会員による「おはなし会」を体験し、読みきかせのコツ、年
齢別の選書の方法などを学び、交流しました。
「絵本ホームライブラリー運動」の推進のため、参加した団体には、各分科会

で絵本を贈呈しました。（「贈呈絵本の紹介」参照）

全体会
・聞こう！図書館の知恵：講師 石川県立図書館司書 河村 美紀さん
・地域の文庫活動：講師 石川子ども文庫連絡会 浅賀 千鶴さん

分科会
・おはなし会の体験、研修、交流等：講師 石川子ども文庫連絡会の皆さん

※石川県健民運動推進本部では、「絵本ホームライブラリー運動」の核となるよ
うに、県内の保育所、幼稚園、児童館、子ども文庫に絵本を贈呈し「絵本セン
ター」と位置づけ、運動の普及に努めています。

平成６年には、県内全ての保育所、幼稚園、子ども文庫、児童館等が「絵本
センター」と位置づけられ、運動への取り組みの充実に努めていただいていま
す。現在「絵本センター」は５６４箇所あります。

『聞こう!図書館の知恵』
石川県立図書館 河村美紀

子どもたちの豊かな読書体験のためには、子どものプロである園の先生方と
本のプロである図書館との連携が重要です。
子どもと絵本をつなぐためには、次のような点に留意してください。

開会挨拶（池田誠事務局長）

全体会（「図書館の知恵」）
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①絵本を選ぶときには
・絵本として、読み継がれていて作品としてすぐれているものを選ぶ
・物語絵本だけではなく、言葉遊びの絵本、歌絵本、科
学絵本なども取入れ、幅広く選ぶ

②読みきかせをするときには
・子どもの発達段階にあった絵本を選ぶ
・季節や行事、子どもの興味にあった絵本を選ぶ

③絵本コーナーを作るときには
・子どもがすぐ手にとれる場所におく
・できるだけ表紙が見えるようにおく
・本棚に絵本を詰め込みすぎない
・ディスプレイを工夫する

④園での読書体験を家での読書につなごう
・園で読み聞かせた絵本を絵本コーナーのよく見える場所におく
・園での読み聞かせの様子を保護者に伝える
・園のおすすめの絵本を保護者に紹介する

地域の文庫活動
石川子ども文庫連絡会会員（せせらぎ文庫代表）浅賀 千鶴

「歩いていけるところに図書館を」・「すべての子どもに
読書のよろこびを」の願いのもとに、自宅や地域の集会所
で、日や時間を決めて「文庫」を開いています。

文庫の日には、本の貸し出しやおはなし会（読みきかせ
・おはなし・わらべうた・詩の朗読など）、手作り、科学あ
そびなどをしています。また、大人を対象に子どもの本や
読書ボランティアの勉強会を開いている「文庫」もありま
す。

「石川子ども文庫連絡会」は、県内４０あまりの文庫、
おはなしグループ、そして、子どもの本に関心のある人が
手をつないで作った連絡会で、本についての情報交換や勉
強会・講演会を開いています。例会日の活動に加えて、学校や保育園・幼稚園
など、子どものいるところへ、読みきかせ・おはなし・わらべうた・本の紹介
をまじえた楽しいおはなし会の出前もしています。

【分科会の様子】

分科会１

講師 細川律子さん･浅賀千鶴さん

分科会２

講師 古田美恵子さん･吉田真理さん

分科会３

講師 松田茂子さん･土屋直子さん

分科会４

講師 荒井靖子さん･松本文恵さん

分科会５

講師 中橋範子さん･前田泉さん

講師の河村さん

講師の浅賀さん
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〇 分科会を担当した講師による贈呈絵本の紹介

『松居直のすすめる５０の絵本 大人のための絵本入門』（絵本入門書）
松居直 著（教文館 1,300円+税）

絵本のこと、子どものこと、絵本の持つ力のこと等が1冊ずつ、丁
寧に解説されています。

初めての方は、リストを参考にして、自分の好きな絵本を選び、
心をこめて読み、子どもたちと絵本の世界を十分に楽しんでくださ
い。幼児期の子どもたちに出会ってほしい基本の絵本のリストにな
っています。１２１～１３０ページに掲載されている「絵本と子ど
ものこころ」（講演録）がおすすめです。

『くまさん』（詩集） まど・みちお 著（童話屋 1,250円+税）

童謡「ぞうさん」、「ふしぎなポケット」、「やぎさんゆうびん」など
でおなじみのまど・みちおさんの詩集。

一編の詩を年齢に合わせてペープサートや人形などを使って子ども
たちに聴かせたり、または言葉だけで耳に届けましょう。ゆっくり読
みましょう。
詩の本は選書も難しく、各園の文庫で購入することは少ないかと思

い贈呈絵本に選びました。
詩の言葉を子どもたちの耳に届けることで、子どもたちの内面に、

すーっと良いものが入っていく感じがします。

『版画 のはらうたⅠ』（詩集） くどう なおこ 詩 ほてはま たかし 画
（童話屋 1,300円+税）

読んでたのしい。聞いてたのしい。見てたのしい。「たんぽぽはるか」「かまきりりゅうじ」
うさぎ、かえる・・・子どもたちが大好きな「のはらの仲間」が書
いた４５編からなる詩の本です。うたう姿をスケッチしたという版
画も愛らしくて、一人ひとりが個性的でいきいきしています。声に
出して読むと思わずにっこり、とても楽しい気分になりますよ！

おはなし会の導入としてよく使います。時々、小道具を使って読
みきかせたり、子どもたち（年長さん）と群読をすることもありま
す。言葉をハッキリ言いましょう。詩の世界を楽しく味わってくだ
さい。のはらのみんなが主人公になってつぶやいているようでそれ
を聞くと嬉しくなります。

『ロシアのわらべうた』（わらべうた絵本）
K.チュコフスキー 編 Y.バスネツォフ 絵 田中潔 訳（偕成社 1,400円+税）

ロシアはわらべうたの宝庫です。わらべうたには、うさぎやキツ
ネ、ヤギなど動物たちがたくさん出てきます。音やリズムがここち
よく踊りだしたくなります。また、ロシアのわらべうたは、そのま
ま短いおはなしになっていて子どもたちは大好きです。

読みきかせをする前に何度も読み、本の動物たちから躍動感をも
らってください。読み手のリズムが伝わり子どもたちは踊りだすか
もしれません。

子どもたちにも声に出して楽しんでほしいと思います。
編者チュコフスキーは優れたわらべうたをたくさん集めた人で

す。このことを大人の方にも知ってほしいと思います。
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◇ 健康わくわく出前講座
運動不足になりがちな寒い季節に、体を動かし健康増進を図るため、２月中に２

つの地区で「健康わくわく出前講座」が開催されました。

〇千里浜健康クラブ（羽咋市）
２月２日（火）、千里浜公

民館に約５０人が集まり、
講師の宮西好子さんの講義
「今日から始める健康力ア
ップ術」と実技指導「音響
を使ったレクリエーション
ストレッチなど」で、明る
く楽しく笑顔と歓声いっぱ
いの時間を過ごしました。

〇みどり健康教室（金沢市）
２月１５日（月）、安原公民館に２５人の方が集まり、音楽に合わせた体操や

踊りで、健康づくり活動を楽しみました。
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◇ 健民運動活動紹介
石川県ゲートボール協会

■「２０１６新春ゲートボール大会」
新年を迎えて最初の大会が、１月

１７日（日）に、３１チーム１８０
人の参加で開催されました。試合結
果は次のとおりです。
〇野々市会場 ・１コート 優勝 川北クラブ（川北町）２位 知守（白山市）

・２コート 優勝 小松城山（小松市） ２位 白山松鶴（白山市）

〇田鶴浜会場 ・１コート 優勝 河畔クラブ（七尾市）２位 中能登ＧＢ（中能登町）

・２コート 優勝 松風ﾌｧﾐﾘｰ （七尾市）２位 日和ヶ丘（七尾市）

〇鳥屋会場 ・１コート 優勝 ささゆり（七尾市） ２位 志水クラブ（宝達志水町）

・２コート 優勝 羽咋なぎさ（羽咋市）２位 白鳥の里（羽咋市）

■「常任理事会・理事会」 １月２９日（金）に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年度事業経過報告、平成２８年度事業計画案、第
３１回北信越ゲートボール選手権大会、審判員更新講習会等についての議案が
審議・承認されました。

平成27年度石川県中央・加賀地区子ども会育成指導者研修会

遊びんピックみかわ」のねらい

○遊びや体験コーナーの参加を通して、人と関わる楽しさやマナーを守る気持ちよさ実感させる。

○ジュニアリーダーの経験を通して、主体性や自己肯定感を高める。

○地域ぐるみで子どもを育てる気運を高める。

遊びんピックみかわ2016 山田利光会長 正木明会長（県子連）

常任理事会・理事会

　２月１４日（日）、白山市美川文化会館で開催されました。山田利光白山
市子ども会連合会長と正木明石川県子ども会連合会長の挨拶の後、今年で１１
回目を迎えた「遊びんピックみかわ2016」（美川子ども会連合会主催）を参
観し、研修会では、「子ども会活動を通した地域ネットワークづくり」と「ジ
ュニアリーダーの育成」をテーマに協議と情報交換が行われました。
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◇平成２８年度の主な主催行事 H2８.２.2９現在

５／ １０（火） 第45回ふるさとのツバメ総調査
～ １６（月） 会場：県内全域

５／ １６（月） 石川県健民運動推進本部本部・本部会
※予定 会場：石川県行政庁舎 11階1105会議室（金沢市）

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

６／ １６（木） 第４９回石川県健康クラブ普及育成研修会
会場：いしかわ総合スポーツセンター（金沢市）

９／ １８（日） 第４３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など（金沢市）

１０／１３（木） ※ 総合開会式 ９／２２（祝）
９／ ２４（土） 平成２８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）
１０／１３（木） 第４９回石川県健康クラブ交歓大会

会場：いしかわ総合スポーツセンター（金沢市）
１０／２７（木） 第２０回能登地区健康クラブ普及育成研修会

会場：津幡町運動公園体育館
１１／２０（日） 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（金沢市）
平成２９年 青少年ボランティア賞表彰式
１／１３（金） 会場：石川県行政庁舎（金沢市）
平成２９年 子どもドリームフェスティバル
１／１５（日） 会場：県立音楽堂邦楽ホール（金沢市）

第１９回
子どもドリームフェスティバル

『みんなでやってみたい私たちの夢』を募集します。

〇県内在住の中学３年生まで子ども２人以上のグルー 健民運動は、
プで応募してください。（子ども会、クラス、クラブ、 みんなの夢を
部活動などグループの形態を問いません。幼児の場 応援します！！！
合は親子のグループでも応募できます。）

〇保育園・幼稚園・学校などにお送りする案内チラシ
裏面の応募用紙（当本部ホームページにもにも掲載）
を使用してください。必要事項が記載されていれば、
ハガキやＦＡＸ、電子メール等でも応募できます。

〇今年中に石川県内で実現できるものに限ります。

〇応募締切は、平成２８年５月３１日（火）（消印有効）です。

〇平成２９年１月１５日（日）に県立音楽堂で「子どもドリームフェスティバル」
（体験発表会）を開催する予定です。

【問合先】 石川県健民運動推進本部 ドリームフェスティバル係
電話０７６－２２５－１３６５
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薫 風
みらい子育てネット

石川県地域活動連絡協議会

副会長 福島 恵子

みらい子育てネットの活動

みらい子育てネットは、「まちの子は みんなわが子」を合言葉に、子どもたちの健

全育成を願い地域ぐるみで活動する全国組織で、石川県には93クラブ(平成27年度)が

あります。みらい子育てネットには、5つの活動の柱があり、その中の1つ「児童事故

防止のための活動」を紹介いたします。

子どもたちを事故や犯罪から未然に守る活動として、「公園の安全点検」(1)遊び場

の遊具点検と(2)公園の防犯点検を夏休み前の7月第2日曜日から1週間を安全点検週間

として全国一斉に実施しています。

石川県内の「遊び場の遊具点検」の取り組み状況は、78クラブ124か所(平成26年度)

の公園で点検・報告がありました。点検の日はＤＶＤやハザードマップを利用して、

参加した親子と一緒に目視や打音で遊具点検するだけでなく、遊具の正しい使い方や

遊びに適した服装、子どもを見守る際の注意、点検日以外に遊具の不具合を見つけた

時の対応なども学習します。また、点検結果を継続して行政に報告することで修理対

応もスムーズなようです。

もう一つの「公園の防犯点検」の取り組み状況は、75クラブ110か所(平成26年度)で、

子どもたちの大切な生活空間である公園を、犯罪の危険から守るために取り組んでい

ます。公園の利用者の年齢や時間帯、周辺の環境や地域住民の目の届く場所にあるか

などのチェック項目を確認することで、防犯意識を培っています。

これからも、公園の安全点検だけでなく、交通安全マスコットの配布や交通安全パ

トロール、通学路のハザードマップ作りなど、子どもの事故防止のため「子どもの安

全守り隊」の活動を継続していきます。

公園の安全についての学習遊び場安全点検
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『あいむ』だより
ご協力ありがとうございました。ご提供い

収集物 (2・３月分) ＜使用済み切手など＞ 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。

少子化対策監室、監理課、道路建設課、（一財）石川県教職員互助会、
障害保健福祉課、統計情報室、匿名の方の 計 ７ 件。

『平成27年度 石川県ＮＰＯ起業実践講座開催事業 3月の予定』

第11回 未来計画書のススメ

知識や情報は手に入れたけど、行動を起こすには他に何が必要？未来へ向かう活動
計画書を作成し、次年度の活動に繋げましょう。事業だけじゃない、あなたの未来が
変わるかも!?

日時 場所 定員 参加費

３月１７日（木） 金沢会場
石川県ＮＰＯ活動支援センター ２０名 無料

１９時～ 金沢市香林坊2－4－30 ラモーダ7階

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/

【企業×ＮＰＯ物品マッチングシステム『ＮＰＯさんこれＤＯ？』のお知らせ】

企業×ＮＰＯ物品マッチングサービス「ＮＰＯさんこれＤＯ？」を活用しませんか。

ＮＰＯが求める備品について企業の皆さんから提供を受け、「あいむ」がその仲介を行うこと

により、ＮＰＯの公益活動と企業の皆さんの社会貢献活動を支援します。

ＮＰＯ、ボランティア団体の皆さん、活動に必要な備品を「これＤＯ？」で揃えませんか。

詳しくはこちら ⇒ http://www.ishikawa-npo.jp/koredo/

※本事業は石川県が（公財）石川県県民ボランティアセンターへ委託して実施しております。

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。
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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 ～


