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鼓 動
石川県青年団協議会

会長 中田 昌宏

「こども合宿」で子どもと共に成長

石川県青年団協議会は、１９４７年に青年の手によって郷土を再建するために結

成されました。以後、若者が成長し、仲間を作り、地域活動を行う場として、７０
年にもわたり活動を続けてきました。

近年は、子どもを対象にした事業にも力を入れています。青年団と県内の小学生

が泊りがけで体験活動を行う「こども合宿」では、子ども達が地域の伝統文化や郷
土芸能に触れたり、料理体験やオリエンテーションを通じて成長するきっかけを提

供しています。

また、「こども合宿」は、地域の若者が
実行委員として関わっているのが特徴で

す。いずれ家庭を持つであろう青年にと
って、子ども達と過ごし、向き合い、コ

ミュニケーションをとる経験は、かけが
えのない成長の機会になると実感してい

ます。

昨年開催した「こども合宿ｉｎすず」
では、青年団員と子ども達が一緒になって夕食づくりに挑戦したり、地元の青年団

が中心に行っている伝統芸能「馬緤キリコ太鼓」を一緒に体験しました。普段は消
極的な青年団員であっても、子どもを預かる立場となればしっかりとリーダーシッ

プを発揮している姿を見ることができました。

今年は白山市を舞台に「こども合宿ｉｎ白山ろく」を行う予定であり、地元の青

年団や若者の団体に協力してもらっています。

若者が地域活動に参加するきっかけには、「楽しさ」が欠かせません。これらの
事業を一つのきっかけとして、これからも若者の手で地域を盛り上げていく運動を

広げていきたいと考えています。
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◇ 平成２９年度健民運動ふるさとづくり表彰式

平成２９年１２月１７日（日）に、県庁行政庁舎１９階展望ロビーで、午前１１
時から「ふるさとのツバメ総調査作品コンクール」と「『家庭の日』川柳コンクー
ル」の表彰式を行いました。

「ふるさとのツバメ総調査作品コンクール」では、ツバメ調査について、写真や
ツバメ新聞など「記録・観察作品」、心に残ったことや理解したことの「感想文」
を募集し、ふるさとの環境を見つめ、自然を愛護する心を育み、生き物への関心を
高める機会としました。また、ツバメの巣がある所に貼り付けて次年度以降の調査
の目印として活用する「ツバメのお宿シール」原画も募集しました。３つの部門で、
延べ２０４校、２，９０８点の応募がありました。

田上小学校の皆さん（記録・観察） 西明佳音さん（感想文） 吉田衣織さん（お宿シール）

ふるさとのツバメ総調査作品コンクール受賞者

○記録・観察作品の部
最優秀賞 金沢市立田上小学校 ツバメ調査ポスター

ツバメ新聞

優秀賞 加賀市立山代小学校 ツバメ調査ポスター

ツバメ新聞

優秀賞 能登町立松波小学校 ツバメ新聞

佳作 小松市立日末小学校 ツバメ新聞

右 田上小学校の作品

○感想文の部
最優秀賞 加賀市立山代小学校６年 西 明佳音

優秀賞 金沢市立泉野小学校６年 櫻井 遥

優秀賞 金沢市立田上小学校６年 疋津 更紗

佳作 金沢市立田上小学校６年 菊間 優花

佳作 金沢市立田上小学校６年 土本 怜奈

佳作 内灘町立大根布小学校６年 畑 莉々果

佳作 能登町立宇出津小学校６年 宮藤 凜久

開会挨拶 永下和博事務局長 審査員 米田満・能木場由紀子
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【加賀市立山代小学校６年 西明佳音さんの感想文】

やさしさに支えられているツバメたち

私はツバメ調査をして、町の人の優しさ、そしてその優しさにツバメは支えられてい

ることを知ることができました。

調査した巣のある家の人に話をうかがうと、巣が落ちないようにフックを付けたり、

カラスに食べられないようにネットを張ったりする工夫をしていると聞きました。手間

をかけてもツバメを守ろうとしているその人はとても優しいなと思いました。

他の家では、ツバメがびっくりしないように家を出入りする時には静かにしている人

もいました。ツバメのことを考えながら生活しているその人も優しい人だなと思いまし

た。

自動車屋の人は、ヒナが全てヘビに食べられてしまった時のことを話してくださいま

した。その話をしてくれている時のその人の表情や声は、とても悲しそうでした。だか

ら食べられてしまった時はとても悲しかったのだと思います。だからツバメのことが大

好きで、守ろうとしてくれるいい人だなと思いました。

私はツバメ調査で、町の人はツバメのことが大好きで、優しい人たちなんだなと思い

ました。そして、私の町を元気よく飛び回っているツバメたちは、町の人たちの優しさ

に支えられながら生きているんだなと思いました。私もツバメに優しくして、ツバメを

支えられたらいいなと思いました。

○ツバメのお宿シールの部
最優秀賞 金沢市立新神田小学校６年 吉田 衣織

優秀賞 金沢市立三谷小学校６年 丹野 真央

優秀賞 小松市立芦城小学校６年 鳥巣 綺月

佳作 金沢市立新神田小学校６年 原﨑 咲来

佳作 七尾市立田鶴浜小学校６年 木田 渚子

佳作 小松市立矢田野小学校６年 宮本 淳美

佳作 珠洲市立宝立小中学校３年 大畠 梨紗子

佳作 白山市立松任小学校６年 平田 愛佳

佳作 白山市立松任小学校６年 本谷 佳乃子

（平成30年度のシール）

「『家庭の日』川柳コンクール」は、毎月第３日曜日の「家庭の日」の理解と普
及を図るために、家族をテーマとした川柳作品を募集したものです。３つの部門で
１，８２６人からの応募があり、家庭の大切さについて理解を深め、心豊かであた
たかな家庭づくりを進める契機となりました。
最優秀賞には、小学生の部・東谷百華さん、中学生の部・新田修平さん、一般の

部・萬正雛子さんの３人が選ればれました。

んさ子雛正萬んさ平修田新んさ華百谷東

・平成３０年度の予定
応募期間 ６月１日（金）～９月５日（水）必着 応募用紙等は後日発表
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「家庭の日」川柳コンクール受賞者
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◇ 平成２９年度花いっぱいのつどい・
第５３回花いっぱいコンクール表彰式

１２月１７日（日）午後１時から、県行政庁舎１９階展望ロビーで、平成２９年
度花いっぱいのつどいが開催され、第５３回花いっぱいコンクールの表彰式が行わ
れました。
花いっぱいコンクールは、心豊かな生活環境づくりを推進する運動の一環として、

石川県民の手づくりによる花いっぱい運動が全県くまなく広がることを願って実施
しており、今年で５３回目になります。応募のあった４９花壇について、現地調査
と総合審査を行った結果、次の２３の花壇が表彰されました。

部門 賞 氏名・団体名 所在地

個人の部Ａ 市山白子紀林賞秀優
町灘内子喜外道本賞励奨

幼少年の部Ｂ 奨励賞 七尾市社会事業協会西湊保育園 七尾市
奨励賞 七尾市社会事業協会ななおあいじこども園 七尾市
奨励賞 七尾市社会事業協会やまと保育園 七尾市

小学校の部Ｃ 優秀賞 白山市立白嶺小中学校 白山市
優秀賞 白山市立東明小学校 白山市
優秀賞 白山市立明光小学校 白山市
奨励賞 金沢市立中村町小学校 金沢市
奨励賞 宝達志水町立志雄小学校 宝達志水町

中学校の部Ｄ 優秀賞 白山市立鳥越中学校 白山市
奨励賞 白山市立鶴来中学校 白山市

高等学校の部Ｅ 奨励賞 石川県立金沢伏見高等学校 金沢市

一般の部Ｆ 市山白ぎるつ・会の花賞秀優
（50坪以上：165㎡以上） 市咋羽ブラク人老路千賞励奨

奨励賞 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 白山市

一般の部Ｇ 優秀賞 西軽海町１丁目町内会 小松市
（10坪以上50坪未満： 市咋羽トイメーワラフ賞励奨

33㎡以上165㎡未満） 奨励賞 花の会・つるぎ 林地区 白山市

一般の部Ｈ 優秀賞 金平町老人会 花びらの会 小松市
（10坪未満：33㎡未満） 市松小部性女江今ＡＪ賞秀優

市松小町沖ルラーロフ賞励奨
奨励賞 下粟津町明るい町づくり委員会花の会 小松市
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【優秀賞の花壇】

個人の部Ａ 林紀子 小学校の部Ｃ 白嶺小中学校

小学校の部Ｃ 東明小学校

小学校の部Ｃ 明光小学校

中学校の部Ｄ 鳥越中学校
一般の部Ｆ 花の会・つるぎ

一般の部Ｇ 西軽海町１丁目町内会 一般の部Ｈ 金平町老人会 花びらの会
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平成２９年９月１４日・１５日・
１９日・２１日の４日間にわたっ
て、延べ１２人の審査委員が応募
花壇の現地調査にあたり、１０月
２０日に総合審査会を開催しまし
た。

【表彰式等】

【審査講評】（要旨抜粋）

審査委員長・石川花の会会長 土屋 照二

花いっぱいコンクールは今年
で５３回となりましたが、今年
は、植え付け期の長雨と低温、
８月の猛暑、９月に入ってから
の気温の大きな変化などが続き
決して花づくりに良い環境とは
言えませんでした。

そうした中であっても、美し
い花をよりいっぱいに咲かせよ
うとする努力を見ることができ
ました。

審査にあたっては、花が元気に育って美しく「迫力」があるか、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、各花壇設
置場所での「規模」が適切であるか、という観点で評価しました。

表彰は、応募花壇の中から数を限って行わなければなりません。今回残念
ながら受賞に至らなかった場合でも、また次への花いっぱいにつなげていた
だきたいと思います。

一般の部Ｈ ＪＡ今江女性部

開会挨拶（永下和博事務局長） 優秀賞受賞者・団体
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このコンクールは、人々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。多くの人々が協力し合って、自
らの手で世話をした美しい花たちで、県内をいっぱいにしてもらいたいと思
っています。

【体験発表】（要旨抜粋）

白山市立鳥越中学校長 出村 幹夫

鳥越中学校では、「美しいもの
を美しいと感じる感性を育む」た
めに、地元の鳥越公民館の方々や
「花の会・つるぎ」の会員の皆さ
んの指導と協力を受けながら、全
校で花作りに取り組んでいます。
潤いのある環境が生徒の成長に大
切であると考え、玄関や道路沿い、
グラウンドに花壇を作りました。
夏休み中は部活動の生徒が水やり
等の手入れを行いました。

生徒たちは、植物を育てることの難しさと大変さを感じつつも、仲間と協力
して１つのことを成し遂げる楽しさと喜びを感じていました。

花や緑との
関わりによ
り、教育現場
が生命の尊厳
を学ぶ場とな
ります。花作
りは、その過
程で、青少年
の純真な感性
を磨くととも
に、高齢者が
生きがいを見
いだすきっか
けにもなりま
す。それは、
お金では買え
ない次元の高
い資産であ
り、社会の幸
福度の高揚に寄与します。花作りを通して、生徒には多くの「学び」がありま
した。

学校が花いっぱいになると、地域の人々が足を止めて学校を見るようになり
ます。それによって、地域の人々の学校への関心が高まり、地域の学校は地域
で守り、地域が子ども達を育てるという意識が高まると信じます。花作りを通
して、地域とともに、「豊かな心と向上心にあふれる生徒の育成」を行ってい
ます。
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フラワーメイト代表 浅野 由美子

羽咋市の邑知の郷公園は雑草
公園でした。遊びに来ていた孫
の一言「この公園は花のない公
園だね。」を聞いて、「秋にはコ
スモスを咲かそう！」と家にあ
るコスモスの苗を植えました。

羽咋市文化会館では２００９
年３月に下水道工事があり、道
路脇の銀杏並木を撤去し、コン
クリート処理をして緑地帯をな

くす予定でしたが、市民活動支援センターに協力してもらい、既設の緑地帯を
残してもらうよう市の建設課に申し入れました。その結果、入口２箇所に花を
植えていただき、散水のホースも取り付けていただきました。

邑知の郷公園から、コスモスの苗を２００メートルの緑地帯に２列に植えま
した。夏の水やりは本当
に大変でしたが、１０月
４日の福祉まつりには花
を添えられました。

秋に善意の花を咲かせ
ようと呼びかけ、チラシ
を配布しました。お願い
の柱は、「花壇づくりの
作業のお手伝いやお世
話」、「花の苗や球根の提
供」、「ニコニコ募金への
ご協力」の３つにしまし
た。

おかげさまでハクイ村
田製作所の地域貢献かが
やき隊や一般市民のみな
さん、子どもたちの参加
協力があり、人の輪と花
の輪が広がりました。

他団体の花壇を見て花
作りの参考にしながら、
これからも、仲間を増や
し、地域を美しい花でい
っぱいにする活動を続け
て行きたいと思っていま
す。

広がれ、人の輪、花の輪！
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◇ 平成２９年度絵本センターのつどい

子どもへの絵本の読み聞か ○絵本ホームライブラリー運動

せが、親子のふれあう時間を 石川県健民運動推進本部が昭和５０年度から、

増やし、子どもの豊かな心が 「幼い時から書物に親しみ、豊かな心を育て、親

育まれることを願い昭和５０ 子の対話の場を広げる」ために推進した運動です。

年から進めている絵本ホーム
ライブラリー運動の一環とし ○絵本センター

て、保育所（園）、幼稚園、認 絵本ホームライブラリー運動の推進のため、昭

定こども園、児童館や地域子 和５１年度から、保育所（園）、幼稚園、認定こ

ども文庫などの絵本センター ども園、児童館、地域子ども文庫など約千箇所に

に携わる方々に、絵本の読み それぞれ約５０冊の絵本を贈呈し、玄関や廊下に

聞かせについて理解を深めて 保護者等が絵本を借りて家に持ち帰ることが出来

もらうため、平成２９年１２ る「文庫」を設置してもらいました。

月１日（金）に開催しました。 この文庫を設置した施設を「絵本センター」と

県行政庁舎の２つの会場で 呼び、地域の核となって「絵本ホームライブラリ

実演・講演とワークショップ ー運動」の推進に尽力していただくことといたし

を実施し、２３７人が参加し ました。

ました。 平成６年度には、県内全ての保育所（園）、幼

稚園、児童館等は「絵本センター」になりました。

実践研修会

『小道具をつかったおはなし会』
～子どもたちとおはなしをつなぐ小さなおともだち～

〇実演・講演会
「おはなしの世界に誘い込む小道具のつかい方」
講師 渡辺真知子さん

人形劇団プークの俳優、演出、舞台監督
東京成徳短期大学幼児教育科非常勤講師

「話」の中で何を伝えたいのかをしっかりと押さえ、
小道具などの様々な手法を用いて子ども達を「話」の世
界に引き込み、子ども達の想像力を喚起することの大切
さと楽しさについて、ご講演いただきました。自作の小
道具の紹介と実演を交えた講演は、参加者の保育等の活動にすぐに役立つもの
で、好評でした。



11

〇ワークショップ 「つくってみよう！つかってみよう！」
講師 石川子ども文庫連絡会の会員のみなさん

手と指を使ったお話「あおくんときいろちゃん」
両親指で登場人物を、手のひらの動きで家やドアを、両手の上下左右の動

きで歩く姿を表現するものです。簡素な素材と動きが、かえって想像力をか
き立てます。

手作り絵本「これはジャックのつくったおうち」
Ａ３版の色紙１枚を使って８ページの冊子を作ります。１ページ目に「こ

れはジャックのつくったうち」と書き、次のページからは、家・麦・ネズミ
・ネコ・イヌ・ウシ・女の子の絵を描くものです。「これはジャックのつく
ったうち」から始まり、「これはジャックの作ったうちにあった麦」・・・「こ
れはジャックの作ったうちにあった麦を食べたネズミを捕ったネコに噛みつ
いたイヌを曲がった角で投げとばしたウシからしぼったミルクをこぼした女
の子」まで進み、そして、逆に、「これはジャックのつくったうち」にもど
ります。
参加者は、講師の後に続けて、間違えないように一生懸命に大きな声を出

し、言葉遊びを練習しました。終了後、「園に帰ってすぐに子ども達と楽し
みたい」という感想がたくさん寄せられました。

平成２９年度の贈呈絵本「あおくんときいろちゃん」

平成７年度以降の「絵本センターのつどい」では、絵本
センター１か所につき１冊～２冊の絵本を贈呈しており、
贈呈絵本の累計は、約８万冊になりました。
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◇ 健民運動活動紹介

石川県ゲートボール協会 平成２９年度表彰伝達式・納会

１２月１７日（日）に津幡町文化会館シグナスにおいて、３５人の会員に対し
て、日本ゲートボート連合と石川県ゲートボール協会の表彰の伝達式が行われま
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。

○ゲートボール功労者表彰 北村吉明（能美市）
○健康功労者表彰 藤本美代子（羽咋市）小倉孝広（金沢市）
○審判員功労者表彰 久野信彦（能美市） 岡部修（金沢市）

垣内文子（輪島市） 滝下実（白山市）

◇ ２・３月の健民運動カレンダー
Ｈ３０.１.20現在

２／ ５（月） わくわく出前講座
会場：安原公民館講堂（金沢市）
主催：みどり健康教室

２／ ２２（木） わくわく出前講座
会場：旧上平小学校（金沢市）
主催：金沢地域包括支援センターきしかわ

２／ ２２（木） わくわく出前講座
会場：円形ホール（能美市）
主催：はまなす健康クラブ

３／ ３（土） 子ども会交歓フェスティバル
～４（日） 会場：国立能登青少年交流の家（羽咋市）

主催：石川県子ども会連合会
３／ ４（日） MRO杯争奪石川県室内ゲートボール大会加賀大会・能登大会

会場：野々市さわやかホール、中能登町スポーツセンターろくせい

主催：石川県ゲートボール協会
３／ １６（金） わくわく出前講座

会場：糸田公民館（金沢市）
主催：糸田町寿サロン会

３／ ２０（火） 平成２９年度健康づくりリーダー研修会
会場：いしかわ総合スポーツセンター（金沢市）
主催：石川県健民運動推進本部

３／ ２６（月） わくわく出前講座
会場：加賀スポーツセンター（加賀市）
主催：加賀市学童保育指導委員会

□ 参加しましょう！
期日 大会名（開催地） 会場・主管団体等

いしかわスポー ２/４ ニュースポーツ体験広場 松任総合運動公園体育館
ツ・レクリエー (日) スポーツでリフレッシュ！ 白山市スポーツ推進委員協
ション交流大会 （白山市） 議会
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薫 風
ボーイスカウト石川県連盟

理事 片岡 由美子

第１７回日本スカウトジャンボリー開催にあたって！

ボーイスカウト運動は、今から１１０年前の１９０７年にイギリスで誕生した青

少年の世界的な運動です。ボーイスカウトの運動は子供達の旺盛な冒険心や好奇心

を野外活動等を通じて、グループ（班）でのゲームなどの中で発揮させ、「遊び」

をとおして少年達に、自立心や協調性、リーダーシップを身に付けさせることを目

的に始まりました。

現在、世界では１６４ケ国と地域で４，０００万人が加盟して、運動の目的、教

育システムは世界共通で展開されています。

特に、日頃の訓練で培った技能や技術を発揮し、また相互理解、交流を深めるジ

ャンボリーに参加することは、少年たちの夢であり、将来にとって得難い経験にな

ります。ジャンボリーは、国内最大のスカウトの祭典で４年に１度開催されます。

また、世界スカウトジャンボリーも同じく４年に１度開催される世界最大規模の大

会で、平成２７年には、山口県において第２３回世界スカウトジャンボリーが開催

され、世界約１５５ケ国、約３４，０００人が参加しました。

本年８月の第１７回日本スカウトジャンボリーは、珠洲市の会場に、全国、世界

各国からおよそ１３，０００人が参加して開催されます。珠洲市での日本スカウト

ジャンボリー開催は平成１８年に続いて２回目の開催となりますが、里山里海と、

自然に恵まれた会場は、他に類の見ない会場で、スカウト達にとっては憧れの場所

でもあります。

この様な能登の恵まれた自然環境の中での６泊７日の体験は、スカウト達にとっ

ては得難い体験となることでしょう。私達の連盟長でいらっしゃる谷本知事も中学

生時代にスカウトとして雨の中でのジャンボリーを体験され、未だに記憶の中に鮮

明に残っていらっしゃるということで、良くお話に出てきます。

石川県連盟といたしましては、参加する指導者、スカウト達には精一杯の「おも

てなし」で、また能登に来たいと思えるような、お迎えをさせていただきたいと考

えています。
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収集物 （12 月分） ＜使用済み切手など＞

文化振興課、スポーツ振興課、男女共同参画課、道路建設課、河川課、 

建築住宅課、金沢県税事務所、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。 

たくさんの や を するなら

あいむの『 』で！

◆ 高速で両面印刷も可能な輪転機（両面でも 1 製版１００円）があります！ 

◆ 手間のかかる資料の仕分けや紙折り作業は、丁合機と紙折り機におまかせ！ 

◆ 椅子や広い作業台があるので、仲間で集まって作業するのに便利です！ 

無料です! 
（要予約） 

 
 

 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、ご予約はお電話等にてお気軽にどうぞ。 

《夜 10 時まで開館（土日は午後 5 時まで）、月曜日は休館》 

・香林坊地下駐車場をご利用の場合は駐車料金の一部を助成しています。 

輪 転 機 

1 製版 100 円 

で何枚でも刷れます! 

※用紙はご持参ください 

※A4 以下は両面でも 100 円 

丁 合 機 

紙そろえ機 裁 断 機 

大型ホッチキス 

紙折り機 大型パンチ 

コピー機 

パソコン 

プリンタなど

種類の多い 

資料も簡単に 

仕分け可能! 

大量の用紙も 

高速で三つ折り 

等に折れます! 



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 ～

発行：石川県健民運動推進本部

〒920-8580 金沢市鞍月１丁目1番地
石川県県民交流課内健民運動推進本部

インターネット 健民運動

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

@kenminundou

QRコード

Facebook

TEL 076-225-1366
FAX 076-225-1363


