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鼓動
石川県公民館連合会

会長 関戸 正彦

第３９回全国公民館研究集会・第５４回東海北陸
公民館大会（石川大会）の開催に向けて

石川県公民館連合会では、毎年１０月に石川県公民館大会を石川県健民運動推進大

会を兼ねて加賀、能登、金沢地区の持ち回りで開催しています。今年度は、１０月６

日（木）に能美市「根上総合文化会館」で開催しました。当連合会は県内１９市町公

民館３１０館で組織されており、毎年公民館関係者・教育委員会職員等約７００名が

参加しています。

平成２９年度は、１０月１９日（木）、２０日

（金）の２日間、本県が当番県となって、第３９

回全国公民館研究集会・第５４回東海北陸公民館

大会（石川大会）を金沢市（主会場：金沢歌劇座）

で開催することが決定しており、現在実行委員会

を立ち上げて鋭意準備を進めているところです。

公民館は、戦後７０年にわたり地域住民の活動

の場として生涯学習・社会教育の推進や地域コミ

ュニティの形成に大きな役割を果たしてきました。

しかしながら、昨今、家庭教育力の低下、連帯意識の欠如、人間関係の希薄化など

が進み、それらに対する適切な対応が社会教育に求められています。

「つどう・まなぶ・むすぶ」という基本的な役割を担う、地方創生の担い手として

の公民館はどうあるべきか、「人づくり、地域づくりに貢献する公民館」を大会テーマ

として開催します。

石川大会には、東海北陸６県を始め、全国各地から約１，２００名の参加を見込ん

でおります。加賀百万石の地・金沢で開催する大会を成功させるためにも文部科学省、

石川県、金沢市及び

各市町の教育委員

会、県内３１０公民

館の館長を始め職員

の皆さんのご支援と

ご協力をお願い申し

上げます。

なお、当大会は第

６９回石川県公民館

大会、第５３回石川

県健民運動推進大会

を兼ねて開催しま

す。
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◇ わくわく出前講座

県内各地で開催してきました「わくわく出前講座」は、２月と３月にそれぞれ２
回ずつ開き、今年度の事業が終了しました。皆様からご好評をいただき、来年度も
継続して実施する予定です。

２月８日（水）に内灘町旭ヶ丘公民館で開催された「サロン『あさひ』」の講座
には、１７人の皆さんが集まり、冬季で運動不足になりがちな体を、手遊び中心の
体操やニュースポーツで動かし、心も体もリフレッシュしました。

各講座からの感想（抜粋）
〇小学１年生に合わせた内容を考えてもらい、楽しめました。いろいろな道具を使ったニュ

ースポーツをもっと知りたいです。（金沢市）

〇年齢層にそった楽しい内容で、時間があっという間に過ぎ、よかったとの声を皆さんから

いただきました。（七尾市）

〇健康に良く、楽しい時間で、大好評でした。（小松市）

〇幅広い内容で、参加者を上手に楽しませてもらいました。公民館にたくさんの人に足を運

んでもらいたいので、来年度も利用したいです。（輪島市）

〇先生の楽しいお話で、みんな笑顔で楽しく体操ができました。ありがとうございました。

（羽咋市）

〇元気で楽しい先生で、普段は使わない筋肉を伸ばし、笑顔で汗を流しました。皆さん好評

でした。（白山市）

〇明るく楽しく、でも、ルールはきちんと守るように教えていただきました。子どもたちに

いろいろなレクリエーションを体験させ、仲間づくりにつなげていきたいです。（川北町）

〇笑いが飛び出す話術で、指導も上手でよかったです。（中能登町）
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◇ 絵本センターのつどい
昭和５２年３月に第１回の「絵本センターのつどい」を開催して以来、毎年１回、

絵本センターの担当者が集まって、絵本作家の講演、わらべうたの実演、事例発表
など、絵本についての研修を行っています。
４１回目となる今年度は、平成２８年１１月３０日（水）に金沢市ものづくり会

館で、実践研修会「『わらべうたで遊ぼう』～子どもたちの心にわらべうたの種を
まこう～」を開催し、約２５０人の参加者が研修を行いました。

当日は、全体会「わらべうたを知ろう」で わらべうたの理念や特徴について学
び、分科会「わらべうたをうたおう」では、参加者が様々なわらべ歌を実際に歌っ
て遊び、その楽しさを実感することができました。この研修で得たものが保育の現
場等で活用され、子どもたちの健やかな成長につながることを願っています。

石川県健民運動推進本部では、昭和５０年
度から、「幼い時から書物に親しみ、豊かな心

を育て、親子の対話の場を広げる」ため、絵
本ホームライブラリー運動を推進しています。

昭和５１年度から、保育所（園）、幼稚園、

認定こども園、児童館、地域子ども文庫など
約千箇所にそれぞれ約５０冊の絵本を贈り、
玄関や廊下に保護者等が絵本を借りて家に持
ち帰ることができる「文庫」を設置してもら

い、その施設を「絵本センター」としました。
平成６年度には、県内全ての保育所（園）、

幼稚園、児童館等が「絵本センター」となり、

地域の核となって「絵本ホームライブラリー
運動」の推進に協力してもらっています。

【全体会】「わらべうたを知ろう」
講師 宮岸敦子さん・吉谷登志子さん（ねこじゃらしの会）

子どもが成長していくためには、愛
する人から語りかけられ、触れられ、
教えられて育つことが大切です。昔か
ら語り継がれてきたわらべうたには、
子どもを育てるための知恵がいっぱい
詰まっています。

遊びのとき、眠るとき、手を洗うと
き、おむつ替えのときなど、子ども
の日々の生活の中で自然な形で歌い、
遊ぶことで、「ルールや約束を守るこ
との大切さ」「共感性・他者への思い
やり」「社会性」「創造性」「聴く力」
を育てます。身体運動機能の発達に
もつながります。（要旨抜粋）

開会挨拶（木島浩事務局長）

下写真 左 吉谷さん、右 宮岸さん
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【分科会】「わらべうたをうたおう」（５会場に分かれて実施）

〈おちゃをのみに〉

♪おちゃをのみにきてください
はい こんにちは
いろいろおせわになりました
はい さようなら

〈どんぐりころちゃん〉

♪どんぐりころちゃん
あたまはとんがって
おしりはぺっちゃんこ
どんぐりはちくりしょ

講師 ねこじゃらしの会・石川子ども文庫連絡会の皆さん
分科会 はぎ 松本文恵さん・小林幸子さん
分科会 ききょう 前田泉さん・松田茂子さん
分科会 ふじばかま 吉谷登志子さん・和田なおみさん
分科会 おみなえし 中西裕美子さん・猪飼紀子さん
分科会 なでしこ 宮岸敦子さん・吉田真理さん

参加した絵本センターに贈呈した絵本

「あんたがたどこさ」
ましませつこ著〈こぐま社〉

「ねこじゃらしの会」の活動について

①活動の場

家庭文庫、公民館、子育てサロン、地域サロン、

図書館、障がい者施設 等

②対象者

おもに、0、1、2歳の乳幼児と保護者、ほかに幼

児や障がい者 等

③活動の理念

子どもが大人になるためには、愛する人から語り

かけられ、触れられ、教えられて育つことが大切、

昔から歌い継がれてきたわらべうたには、子ども

を育てるための知恵がいっぱいつまっている。次

のことをふまえてわらべうたを伝えている。

・赤ちゃんがアーと言ったら、かならずアーと返

してあげる。

・視線を合わす。

・手を取って肌の温かさを感じさせながら遊びを

教える。

・やさしい声で、ゆっくり、明るく、楽しく、楽

に歌ってあげる。
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寄稿
石川県歩こう会連絡協議会

うしつ歩こう会
事務局 町端 一男

会員の健康づくりと地域つくりのために

石川県歩こう会連絡協議会に加盟しています「うしつ歩こう会」です。
うしつ歩こう会は、昭和５６年６月宇出津公民館が中心となって発足し、平成８

年に石川県歩こう会連絡協議会（以下「県協議会」）に加盟しました。今年度で３５
年目を迎え、会員の健康づくりと親睦を目的に活動しています。
当歩こう会について紹介します。会員は７８名で、夫婦、姉妹、町内、同級生な

ど顔見知りの人たちが多く、中でも夫婦が１４組加入しています。活動は、４月～
３月（１・２月は中止）で、宇出津地区を中心とした基本コースなど月２～３回（主
に日曜日）、年間２０～２５回実施しています。歩くときは黄色いユニホームと能登
町が奨励している「反射タスキ」を着用します。黄色いユニホームは、県協議会設
立１０周年記念事業「加賀・能登縦断ウォーク」の参加に合わせて新調したものです。

参加人数は、多いとき
は５０名ほど参加します
が、平均すると３０名く
らいです。中でも県協議
会の事業（総会やツーデ
ーウォークなど）や他団
体との交流事業などに人
気があり、場所もさるこ
とながら、他地区の皆さ
んとの交流を楽しみにし
ている方も多いようで
す。これは、女性の役員
（班長）が多いことが影
響しているのかもしれま
せん。

昨年実施されました県連絡協議会主催の「ツーデーウォーク」では、当歩こう会
から参加した１６名の内１３名が女性でした。他地区の皆さんと一緒に歩いたり、
懇親会でも大いに楽しんでいました。また、昨年８月の宇出津地区での「中能登歩
くｍｙ会」との合同ウォークでは、昼食を一緒にしながら交流会を行いましたが、
その食事の準備も女性の班長さん（役員）が世話をしました。
このように、行事の参加確認から準備まで班長（役員）さんにはたいへんお世話

になっています。会員の皆さんからも、「１回１回がとても楽しく、もっと早く加入
していればよかった。」「健康づくりを大切に楽しく語り合える仲間を多く作りた
い。」「これまで元気で歩き続けて来られたのも皆さんのお陰です。」など、感謝と喜
びの声が届いています。これは会長さんや副会長さんのご理解や心配りがあること
も班長さんの励みになっているのではないかと思います。
これからも、会員の皆さんの健康を願い、そして少しでも地域に貢献できる歩こ

う会でありますよう、会長さんをはじめ皆さんと一緒になって取り組んでいきたい
と思います。
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◇ 健民運動活動紹介
健康レクササイズワークショップ「健康づくり」「仲間づくり」

一般財団法人石川県レクリエーション協会が、
福岡県在住の「健康レクササイズ」会長の黒田幸
子さんを講師に迎えて、平成２８年１１月１３日
（日）に、金沢勤労者プラザ多目的室で開催しま
した。健康レクササイズとは、健康づくりや仲間
づくりを目的としている高齢者向けの安全な運動
で、介護予防・転倒防止・認知症予防に効果的だ
と言われています。

当日は講師の黒田さんが出身地の博多弁をまじ
えて元気よく指導し、福祉施設職員やレクリエー
ションインストラクター養成講座受講者等の３８
人が、音楽に合わせて高齢者でも椅子に座ったま
まできる運動など、運動とレクリエーションが効果的に盛り込まれたプログラムを体
験しました。福岡県では現在１１３歳の高齢者も参加しているとのことでした。
石川県では初の講習会でしたが、参加者からは、「楽しかった」「早速実践したい」「ま

た参加したい」など好評を得ました。

平成２８年度「子ども・若者育成支援のための地域連携推進事業（中央研修大会）

平成２８年１１月２８日・２９日の２日間、国立オリンピック記念青少年総合セン
ターで、内閣府主催の中央研修
大会が開催されました。

今年度は青少年育成国民運動
の５０年の節目に当たり、内閣
府から各都道府県青少年育成県
民会議等に感謝状が授与されま
した。

【基調講演】「サービスラーニング～子ども・若者の市民性を育む社会貢献活動」
村上 徹也 日本福祉大学教授

若い頃のベトナム難民支援活動や海外でのボランティア活動を通じて、自分のため
にだけでなく、人のために働くことの喜びと感動を学んだ。
子ども・若者は、「人と関わりを持ち、人の役に立つ」ことで成長し、市民性を育ん

でいく。社会に対して無関心で、権利の主張ばかりで義務を果たさない風潮を打開し、
子ども・若者が社会体験・活動を通して市民性を育むサービスラーニングが必要であ
る。（要旨抜粋）

全国６ブロックの各代表（秋田・群馬・岐阜・和歌山・鳥取・沖縄）
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【パネルディスカッション】

引きこもり、ニートなど困難な状況にある若者、非行を犯して保護処分を付された
若者などを含めた様々な状況にある若者に対して、学校外の居場所づくりや自立支援、
多様な学びの場の提供、非行からの立ち直り支援などのさまざまな取組を行っている
事例が報告され、子ども・若者の地域社会に対する貢献活動の大切さを会場全体で確
認しました。

①保護観察における社会貢献活動について
石川 亜弓 東京保護観察所保護観察官

②学校外の学びを保障するフリースクールの役割と多様な学びの機会を保障する法制
度づくりについて
江川 和弥 ＮＰＯ法人寺子屋方丈舎理事長

③渋谷区における青少年育成関係者による子どもの居場所づくりと青少年の自立支援
について
相川 良子 ＮＰＯ法人ピアサポートネットしぶや理事長

【専門研修会】

〇第１研修会「青少年参画型地域活動支援の方法と育成指導者の在り方」
萩原元昭 群馬大学名誉教授

〇第２研修会「社会で子どもを育てる～理想の放課後を目指す取組から～」
平岩国泰 放課後ＮＰＯアフタースクール 代表理事

子どもが遊ぶための３つの「間」である「時間・空間・仲間」が失われている。子どもたち

は皆、「友達とみんなで遊びたい」と思っている。その機会を作っていくのが大人の責務である。

放課後の活動の中で、やりたいことをかなえること、子どもの長所を見つけて伸ばすこと、「君

がいないと困る」と認めることが大切だ。（要旨抜粋）

〇第３研修会「問題行動を起こす子供との対話のしかた」
藤野京子 早稲田大学文学学術院教授

〇第４研修会「実例から考える，スマホ時代の子どもたちの現状と課題」
竹内和雄 兵庫県立大学環境人間学部 准教授

スマホの問題は心の問題で、困っている子がスマホにはまってしまう。困っている子には、

親身に相談に乗る人が必要だ。相談されたら、「決して暴走しないこと（子どもの意に反して勝

手に行動しないこと）」、「スマホのことはよく知らないが、知っている人を知っていること」を

伝えながら話を聴けばよい。（要旨抜粋）

パネルディスカッション基調講演
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◇平成２９年度の主な主催行事 H2８.２.2８現在

５／ １０（水） 第4６回ふるさとのツバメ総調査
～ １６（火） 会場：県内全域

５／ １８（木） 第２０回能登地区健康クラブ交歓大会
会場：津幡町運動公園体育館（津幡町）

５／ ２９（月） 石川県健民運動推進本部本部長表彰式・本部会
会場：石川県行政庁舎 11階1105会議室（金沢市）

６／ １５（木） 第５０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）

７／ ３１（月） 国際ツバメキャンプin能登
～８／３（木） 会場：能登少年自然の家など（能登町）

９／ ９（土） 平成２９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）

９／ １７（日） 第４４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）

１０／１２（木） ※ 総合開会式 ９／２３（土・祝）
１０／１２（木） 第５０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）
１０／２４（火） 第１４回加賀地区健康クラブ普及育成研修会

会場：松任総合スポーツセンター（白山市）
１１／２１（火） 青少年ボランティア賞表彰式

会場：石川県行政庁舎（金沢市）
１２／１7（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３０年 子どもドリームフェスティバル
１ ／２８（日） 会場：県立音楽堂邦楽ホール（金沢市）

※今後変更の可能性があります。

☆第２０回子どもドリームフェスティバル「夢」の募集

〇県内在住の中学３年生まで子ども２人以上のグループで応募してください。今年中
に石川県内で実現できるものに限ります。

〇詳しくは、保育園・幼稚園・学校などにお送りする案内チラシをご覧ください。
〇応募締切は、平成２９年５月３１日（水）（消印有効）です。

☆ふるさとづくり推進事業の募集

〇地域の伝統的行事や史跡、偉人、民話等の文化的・歴史的な地域資源を活性化し伝
承する事業に助成します。

〇参加者の拡大や後継者の育成等の取組が行われ、若年世代の参加をもって継承され
るような事業が対象です。

〇地域団体、NPO、ボランティア団体等が行う事業を対象とし、助成対象経費の２分
の１以内の額（上限１０万円）を助成します。

〇詳しくは、新年度に公民館等に配付する要領をご覧ください。
〇応募締切は、平成２９年５月３１日（水）（消印有効）です。

【問合先】 石川県健民運動推進本部
電話０７６－２２５－１３６５、１３６６
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薫 風
（一社）石川県造園緑化建設協会

金沢支部幹事 野々市 芳博

ゲント・フローラリア２０１６への庭園出展

ゲント・フローラリアは１８０９年に始まり、５年に一度開催され、３５回を迎え

る世界で最も規模の大きな植物と花の一大祭典で前回は２０１０年に開催されまし

た。ベルギーゲント市内を会場に、ベルギーのロイヤルファミリーと３０万人を超え

る来場者がこの祭典を目指して訪れます。昨年は、日本とベルギーとの外交関係樹立

１５０周年にもあたり、在ベルギー日本大使館も力を入れていました。金沢市もゲン

ト市との姉妹都市提携４５周年にあたり、ゲント市からも強い要請があったことから、

記念事業の一環として金沢庭園の出展を決定しました。

当協会金沢支部から、４名が庭園設置団として派遣されました。世界的に注目され

る祭典への庭園出展を通じて、金沢の魅力を世界に向けて発信する絶好のチャンスで

した。テーマは「東洋と西洋の出会い」とし、東洋と西洋の出会いによって、「泉」の

ように新たな想像力や友好関係が湧き出し、広がる様子を模した日本庭園として「濫

觴の庭」～はじまり～広がりへ～を制作、出展しました。

現地での作業はゲント市の緑と花の課職員の協力で重機作業、運搬作業など現地へ

入るまで未定だった作業もスムーズに進行し、無事完成しました。ゲント市の職員の

方とはお互いの作業服に興味を持ち、プレゼントした日本の地下足袋をとても喜んで

もらえました。

この交流が、孔子が弟子に語った揚子江のような大河も、源流をたどると 觴 を濫
さかずき うか

べる程の少しの流れでしかないという濫觴となって、大きく広がっていくことを期待
らんしよう

したいと思っております。
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会議・打ち合わせ等に 

  『あいむ』をご利用ください！ 

          （使用料無料） 
◆会議室（20 名程度・週 2 回まで） 

ご利用の際は『会議室利用申込書』をご提出くだ

さい。予約は利用日の3ヵ月前から受け付けます。 

◆ミーティングルーム（6～8 名程度） 

電話予約のほか、空きがあれば当日利用も可能！ 

パーティションを使用した簡易スペースです。 

『チラシコーナー』をご活用ください！ 

あいむホームページの「チラシコーナー」では、

NPO・ボランティア関係団体のみなさんからいただ

いたチラシを掲載しております！ 

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！ 

http://www.ishikawa-npo.jp/chirasi/kaisaiannai.htm  

ＮＰＯ・ボランティア関連書籍 
の貸出を行っています 

新着本がたくさん仲間入りしました！ 

興味のある方はぜひご覧ください！  

１人３冊まで、２週間借りることができます。 

（閲覧資料は除く。） 

企業×ＮＰＯ物品マッチングシステム 

『ＮＰＯさんこれＤＯ？』 

ＮＰＯ、ボランティア団体に備品を提供しません

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！ 

http://www.ishikawa-npo.jp/koredo/ 

 
 

 

 

 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。《夜10時まで開館（火～金曜日）、月曜日は休館》 

・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。 

 

 
　ご提供いただきました使用済み切手、書き損じハガキにつきましては、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。 

収集物 （２・３月分） ＜使用済み切手など＞  

石川県中央歩こう会、税務課、県民交流課、文化振興課、障害保健福祉課、

医療対策課、水産課、監理課、河川課、金沢県税事務所、計量検定所、匿名

の方、の計１２件  ご協力ありがとうございました！

本が増えたよ! 



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


