
○ 鼓動 「食」と「農」を基軸とした取り組みを展開！
ＪＡ石川県青壮年部協議会 委員長 孫崎 浩

○ 平成３０年度健民運動主要事業（案）
○ 平成２９年度健康づくりリーダー研修会
○ ふるさとづくり推進事業実施報告（平成２９年度）
○ お知らせ
○ 健民運動活動紹介・カレンダー
○ 薫風 活動を通じて子ども達から元気をもらう

石川県青少年育成推進指導員 芝田 信栄
○ 「あいむ」だより

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 ～

《３０．４．３０第２５４号》石川県健民運動
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鼓 動
ＪＡ石川県青壮年部協議会

委員長 孫崎 浩

「食」と「農」を基軸とした取り組みを展開！

ＪＡ石川県青壮年部協議会は、地域農業の振興のみならず、地域の活性化に向け
て、食と農・暮らしといのちを守る活動を展開することを方針と定めています。

方針を達成するためには、地域住民や消費者の皆様との相互理解を図り、また、
食と農を次代につなぐため、地域の独自性を生かしながら食農教育や農業理解活動
を実践することとしています。

平成２９年度について
は、新たな取り組みとし
て『石川絆再耕（さいこ
う）プロジェクト』と銘
打ち、県下のＪＡ青壮年
部で、県内の耕作放棄地
を中心に、「ひまわりの
種」を蒔きました。昨年
は初年度ということもあ
り、全県的に満開とまで
はいきませんでしたが、
少しではありますが、ひ
まわりを咲かせることが
できました。平成３０年
度についても、県内にひ
まわりの花を咲かせ、笑
顔の輪を広げていきたい
と考えています。

また、食育や米消費拡
大対策の一環として、Ｊ
Ａ石川県女性組織協議会
と連携のもと、昨年１０
月１９日（食育の日）に
県内ＪＲ駅前など１９ヶ
所において、『朝ごはんを
食べよう運動』を実施し
ました。平成２２年から
始まったこの取り組み
は、一日の活力源となる
「朝ごはん」を食べるこ
との大切さを訴えるた
め、通学・通勤途中の学
生やサラリーマン等に県
産新米オニギリ約３千個
を配布しました。

このほか、ＪＡ石川県
青壮年部協議会の構成員たる県内各所にあるＪＡ青壮年部は、小学生を対象にした
体験農園や農業セミナー等を実施するなど、積極的に活動をしています。

農業・食料を取り巻く環境が大きく変化していますが、今後とも安全・安心な農
産物を提供していくことは勿論のこと、「食」と「農」を基軸とした取り組みを展
開していかなければならないと考えています。
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◇平成３０年度健民運動主要事業（案）

１ 健康づくり
◇ 第４５回太陽と緑に親しむ健民祭

９月８日（土）から１０月１１日（木）にかけて、西部緑地公園陸上競技場などを
会場に、総合開会式を含めて、１５種目の大会を実施します。期間中、約７千人の参
加者を予定しています。

　 石川県スポーツ少年団サッカー交流大会
【金沢市スポーツ交流広場・他】

 9月17日（月・祝）
  　17日（月・祝）
  　 9日（日）
 9月 8日（土）

マラソンに挑戦する会２０１８【西部緑地公園陸上競技場】

 9月23日（日・祝） 健民祭総合開会式 ラジオ体操のつどい 健民ゲート
ボール大会 健民グラウンド・ゴルフ大会 健民歩こ
う大会（健民祭ウォーク） 健民ペタンク大会
【西部緑地公園陸上競技場等】

ニュースポーツふれあい体験【いしかわ総合スポーツセンター】

 9月24日（月・振休） 健民マレットゴルフ大会【専光寺ふれあいの森ゴルフ広場】

 9月26日（水） リズムダンス講習会【小松市民センター】

 9月30日（日） 健民野球大会【石川県立野球場】

10月 7日（日） おはようサイクリング石川健民大会【大豆田大橋上流広場】

10月 8日（月･祝） 健民オリエンテーリング大会【石川県森林公園】

10月11日（木） 石川県健康クラブ交歓大会【いしかわ総合スポーツセンター】

※日程・会場は予定です。

ンョシクラトア式会開合総年92H拶挨長部本式会開合総年92H

◇ 健康習慣づくり事業 「健康の日」について

昭和３９年４月２２日に石川県健民運動

毎月７日を健康の日とし、あらゆる世 推進協議会が結成され、５月７日に「健康

代が健康づくりを日常的に実践するため の日」がスタートしました。

の事業を推進します。 県民の健康増進の意識と実践の高揚充実

をはかるため、毎月７日を「健康の日」に

〇 歩こう走ろう運動 定め、健康増進運動を展開することとした

運動の普及を図るため、それぞれ精 ものです。

勤賞等（オリジナルバッジ、メダル）
を交付します。

〇 スポーツ普及推進
各種スポーツ大会、研修会、講習会等の共催・後援等を行い、また、オリエンテー

リングコースの維持管理を行います。
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〇 高齢者健康づくり
加賀地区健康クラブ交歓大会（5/２２）、県健康クラブ普及育成研修会（6/1４）、

県健康クラブ交歓大会（10/1１）、能登地区健康クラブ普及育成研修会（10/24）
を開催します。

〇 健康わくわく出前講座
子どもから大人まで、体を動かすことの楽しさを体験できる出前講座を年間５０

回開催します。

〇 健康づくりリーダー研修会
健康寿命を延ばし、いつまでも健康な暮らしができるように、地域で活動する

リーダーを養成するための研修会を開催します。（３月開催予定）

◇ スポーツ少年団活動推進事業
石川県スポーツ少年団が実施する各種大会に助成し、少年スポーツを推進します。

◇ 美しい石川を歩く
「美しい石川を歩くコースマップ」を活用して、ふるさとの豊かな自然や歴史・文
化に親しみながら、仲間と一緒に歩くウォーキングイベントを開催します。今年度
は能登地区のコースを歩きます。

H29年「いきいきサロン八ツ矢」での出前講座

石川県健康クラブ交歓大会各クラブ発表より（H29.10.12)

寺町・小立野寺院群を歩く（H29.11.8)
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２ ふるさとづくり
◇ 花いっぱいコンクール

第５４回花いっぱいコンクールを実施し、手作りの
花づくりを推奨して、豊かな生活環境づくりを推進し
ます。応募締切は８月２７日です。

また、１１月１８日に「花いっぱいのつどい」を開
き、表彰を行います。

◇ ふるさとのツバメ総調査
ふるさとのツバメ総調査、ツバメ総調査に関する作品募集・表彰、

ツバメ学習会を行い、野鳥の観察を通して地域の大人と交流し、ふる
さとの自然を大切にする心を育みます。調査は、５月の愛鳥週間に合
わせて行います。表彰式は１１月１８日に実施します。

◇ ツバメキャンプ
台湾で開催される小学生ツバ

メ国際キャンプ（8/21～8/25）
に参加し、日本・韓国・台湾の
小学生等によるツバメ調査を通
しての国際交流を行います。

小学生国際ツバメキャンプinのと

（H29年 能登町で開催）

◇ 絵本センターのつどい
親子のふれあう時間を充実させ、子どもの豊かな心を育むため、絵本の「読み聞か

せ」やわらべうた等についての知識や技能を高めるための研修会を開きます。

◇「家庭の日」作品コンクール
毎月第３日曜日の「家庭の日」を啓発し、家族のだんらんを大切にする意識を醸成

するため、川柳作品を募集し、優秀作品を表彰します。応募締切は、９月５日です。
１１月１８日に表彰式を行います。

「家庭の日」の歴史

昭和３９年度に秋田県と鹿児島県でほとんど同時期に、毎月第３日曜日を「家庭の日」と

し、「できるだけ公的行事をさけ、家族全員が児童を中心として家庭生活を楽しむように」

しました。

そして、昭和４１年５月２７日に結成された「青少年育成国民会議」が、青少年をとりま

く健全な環境づくりの一つとして、「家庭の日」運動を全国的に広げることを決定し、「でき

るだけ第３日曜日を家庭の日として周知することとし」、各県に要請して、全国的な広報に

努めました。

石川県では、「青少年育成県民会議」（昭和４１年１１月１３日結成、会長：知事）が昭和

４１年１２月１８日（日）を第１回家庭の日としました。

健民運動推進本部（昭和４４年から昭和５０年までは健民運動推進会議）では、「家庭の

日」の普及啓発のため、資料配付や作文・標語・写真・絵画・ポスターコンクール等を実施

してきました。

◇ ふるさとづくり推進事業
地域の伝統行事等の継承と後継者の育成につながる事業に対して、その経費の一部

を助成します。応募締切は５月３１日です。
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３ 子ども・若者活動
◇ 少年の主張大会

中学生による意見発表会を県
内４地区で開催し、中学生の社
会参加意識の醸成を図ります。
８月中に地区大会を開催し、県
大会は、９月１日（土）の予定
です。

H29年 石川県大会の様子

◇ 青少年ボランティア活動推進事業
自主的に他の模範となる優れた活動を実践し、ひたむきに努力する青少年、または

青少年団体の功績を表彰します。表彰式は１１月２１日に行います。
また、小冊子「広めよう！ふれあいの輪」によって、受賞団体・個人の活動を紹介

するとともに、県内の青少年ボランティアグループの名簿を掲載し、各グループ間の
交流や情報交換に役立てます。

◇ 子ども会運動推進事業
子ども会が、花づくりやクリーン活動などの社会参加活動を実践するために必要な

安全教育や指導者講習会に対して助成を行います。
下の写真は、石川県子ども会連合会の平成２９年度子ども会交歓フェスティバルの

様子です。子ども７４名、引率２６名、中高生のリーダー２４名が参加して、３月３
日～４日に国立能登青少年交流の家にて活気あふれる交歓会が行われました。

写真上 受賞された皆さん（H29年)

写真右 受賞団体の活動の様子
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◇ 平成２９年度健康づくりリーダー研修会

生涯を通して生きがいのある生活を送れるよう、健康づくりに関する指導者やリーダー
を養成し、シニア世代の健康づくりの一層の推進を図るために、平成３０年３月２０日
（火）に、いしかわ総合スポーツセンターで開催しました。

各市町の健康クラブ・老人クラブ等のリーダーや指導者、市町健康づくり担当職員等
２７団体１０１人が参加し、（一財）石川県レクリエーション協会理事の下川紀美子さ
んから「心と体を元気にするレクリエーション」と題した講義と実技指導を受けました。

シニア世代の健康力アップによって地域を元気にするため、参加者は実際に体を動か
しながら研修を行いました。

【参加団体】

石川県婦人団体協議会、糸田町会寿サロン会、内浦健康クラブ、内灘町健康クラブ、宇ノ気友垣健康クラブ、鹿

島健康クラブ、金沢中央健康クラブ、小松すこやか体操クラブ、正院公民館健康づくりグループ、珠洲市健康増

進センター、珠洲市健民体育館、高松健康クラブ、辰口健康クラブスマイル、千里浜健康クラブ、津幡町健康ク

ラブ、とりやいきいき健康クラブ、野々市椿健康クラブ、野々市若葉健康クラブ、羽咋市邑知健康クラブ、白山

市ヘルスコンシェルジュ、白山市体育協会、白山市老人クラブ連合会、美川グリーンスポーツクラブ花組、みど

り健康教室、湊グリーンスポーツ、米丸校下健康推進連絡会、鹿西健康クラブ
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◇ふるさとづくり推進事業実施報告（平成２９年度）

「枠旗祭り太鼓」再び！！

七尾市に合併前の旧中島

町において、平成８年、祭

り会館竣工時に「枠旗祭り

太鼓」が披露されました。

国指定重要無形文化財の熊

甲祭りをイメージして創作

されたものですが、３年目

にして演奏者の都合で活動

が中止されていました。

「枠旗祭り太鼓」の譜面は大切に

保管されてきていて、当時の仲間に

よって平成２６年１月に演奏活動が

復活され、小・中学生から大人まで

の男女が練習に励み、伝承してきま

した。

しかしながら、立派な大太鼓と長

胴太鼓は子ども達には大き過ぎて放

置されていたため、子ども達にふさ

わしい小型の長胴太鼓の補充を行い

ました。

また、作曲者羽土聡先生（岐阜県在住）による実技指導を受けることで演奏技

術のレベルアップを図りました。地域では、七尾市文化協会中島支部文化祭の芸

能発表において、「枠旗祭り太鼓」の演奏を披露しました。

事業の推進によって「枠旗祭り太鼓」の継承と後継者の育成、技術の向上につ

ながりました。小学生は９人が参加しています。現在、毎週火曜日の午後７時か

ら８時３０分の間、能登演劇堂の舞台で練習を重ねています。今後も地域イベン

ト等で、息の合った演奏を披露していきたいと思っています。

（枠旗祭り太鼓保存会）

平成３０年度の事業について、下記の通
り募集しています。

★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。

〇応募締切は、平成３０年５月３１日（木）（消印有効）です。
〇詳しくは、公民館等に配付した要領をご覧ください。

★第５４回花いっぱいコンクール

○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い、花
いっぱいコンクールを実施します。

○対象花壇は、夏秋花壇（プランターや
鉢を使った移動花壇を含む）で、どの
ような形式の花壇であっても、行き交
う人々の心をなごませてくれる「花い
っぱい」であるものを６月より募集し
ます。

○応募締切は、平成３０年８月２７日
（必着）です。

○募集部門等の詳細は下記にお問い合わ
せください。

★「家庭の日」川柳コンクール

○「家族」をテーマに、川柳を募集します。
○募集は、小学生の部、中学生の部、一般の部で行います。
○応募締切は、平成３０年９月５日（必着）です。
○詳しくは、学校や公民館等に配付する要領をご覧ください。

【問い合わせ先】

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
電話:０７６－２２５－１３６５・１３６６ FAX:０７６－２２５－１３６３
ホームページ：「健民運動」で検索してください。
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平成３０年度の事業について、下記の通
り募集しています。

★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。

〇応募締切は、平成３０年５月３１日（木）（消印有効）です。
〇詳しくは、公民館等に配付した要領をご覧ください。

★第５４回花いっぱいコンクール

○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い、花
いっぱいコンクールを実施します。

○対象花壇は、夏秋花壇（プランターや
鉢を使った移動花壇を含む）で、どの
ような形式の花壇であっても、行き交
う人々の心をなごませてくれる「花い
っぱい」であるものを６月より募集し
ます。

○応募締切は、平成３０年８月２７日
（必着）です。

○募集部門等の詳細は下記にお問い合わ
せください。

★「家庭の日」川柳コンクール

○「家族」をテーマに、川柳を募集します。
○募集は、小学生の部、中学生の部、一般の部で行います。
○応募締切は、平成３０年９月５日（必着）です。
○詳しくは、学校や公民館等に配付する要領をご覧ください。

【問い合わせ先】

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
電話:０７６－２２５－１３６５・１３６６ FAX:０７６－２２５－１３６３
ホームページ：「健民運動」で検索してください。
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◇ 健民運動活動紹介
平成３０年度石川県スポーツ少年団総合開会式

４月８日（日）、いしかわ総合スポーツセンターで１，１９５人が参加して開催されま

した。元気あふれる入場行進の後の開会式では、５人の団員代表が向田本部長に誓いの言

葉を述べ、各市町代表団員には参加記念綬が贈呈されました。また、永年にわたりスポー

ツ少年団の発展に貢献し、特に顕著な功績の団体及び個人に対して、日本スポーツ少年団

顕彰、石川県スポーツ少年団顕彰の受賞式が行われました。

◇ 5・６月の健民運動カレンダー H３０.4.2０現在

５／ ６（日） 第３２回猿鬼歩こう走ろう健康大会
会場：柳田運動公園（体育館・野球場周辺）（能登町）
主催：猿鬼歩こう走ろう健康大会実行委員会

５／ ６（日） 世代交流ゲートボール大会（兼全日本世代交流ゲートボール大会石
川県予選会）
会場：七尾市田鶴浜室内ＧＢ場
主催：石川県ゲートボール協会

５／ ２（水） ふるさとのツバメ総調査「お宿シール原画展」
～ １６（水） 会場：石川県行政庁舎19階展望ロビー（金沢市）

主催：石川県健民運動推進本部

５／ １０（木） 第4７回ふるさとのツバメ総調査・第７２回愛鳥週間
～ １６（水） 会場：県内全域

主催：石川県健民運動推進本部・石川県

５／ ２２（火） 第１４回加賀地区健康クラブ交歓大会
会場：松任総合運動公園体育館
主催：石川県健康クラブ協議会・石川県健民運動推進本部

５／ ２９（火） 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）
主催：石川県健民運動推進本部

６・１０（日） レクリエーションインストラクター養成講習会（第１回）
会場：石川県女性センター
主催：石川県レクリエーション協会

６／ １４（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）
主催：石川県健康クラブ協議会・石川県健民運動推進本部

６／ １７（日） 第３６回健康体力づくりゲートボール大会
会場：中能登町アッピー多目的広場
主催：石川県ゲートボール協会
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月 日 曜 種 目 別 大 会 名 体団管主場会町市催開

14 （土） バウンドテニス大会 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター 県バウンドテニス協会

金沢市 大和町芸術村

小松市 木場潟公園特設会場

白山市 松任海浜公園

内灘町 蓮湖渚公園ＧＧ場

志賀町 荒木ヶ丘ＧＧ場

能登町 柳田植物公園ＧＧ場

トリムバレーボール大会 盟連ルーボーレバムリト県館育体合総市沢金市沢金

30 （月祝） 武術太極拳大会 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター 県武術太極拳連盟

ふれあいオリエンテーリング大会 会協グンリーテンエリオ県園公民健山辰卯奥市沢金

スイミングフェスタ 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター 県水泳協会

武術太極拳大会 盟連拳極太術武県館育体民健台北河市くほか

マレットゴルフ大会 金沢市 専光寺ふれあいの森ふれあいゴルフ広場 県マレットゴルフ協会

石川マスターズ陸上競技大会兼小学生陸上記録会 金沢市 西部緑地公園陸上競技場 石川マスターズ陸上競技連盟

17 （木） パドルテニス大会 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター 県パドルテニス協会

たのしいリズムダンスの集い 会協スンダムズリ県ザラプ者労勤沢金市沢金

キンボールスポーツ交流大会 盟連ツーポスルーボンキ県館育体合総町灘内町灘内

年齢別バドミントン大会 金沢市 金沢市営城東市民体育館 県バドミントン協会

インディアカ大会 会協カアィデンイ県館育体民健台北河市くほか

エアロビック大会 野々市市 野々市市スポーツセンター 県エアロビック連盟

ビリヤード大会 野々市市 ビリヤードVIVA2　他 県ビリヤード協会

クライミング大会 金沢市 医王山スポーツセンタークライミングウオール 県山岳協会

グランドヤード大会 会協ドーヤドンラグ本日館育体合総市沢金市沢金

トランポリン・シャトル大会 会員委ンリポンラト会協操体県館育体民市市々野市市々野

能美市ウォークラリー大会　～古代ロマンを歩く～ 能美市 能美市和田山末寺山史跡公園周辺 県レクリエーション協会

2 （土） さわやか県民パークゴルフ大会 小松市 木場潟公園中央園地 県パークゴルフ協会連合会

壮年サッカー大会 小松市 木場潟公園中央園地多目的グラウンド 県サッカー協会

スポーツチャンバラ大会 金沢市 金沢市鳴和台市民体育会館 県スポーツチャンバラ協会

フライヤーフェスタ獅子吼 白山市 獅子吼高原フライトエリア 県フライヤー連盟

6 （水） 中高年フォークダンス・フェスティバル 金沢市 いしかわ総合スポーツセンター 県フォークダンス連盟

9 （土） ペタンク大会 金沢市 北部公園イベント広場 県ペタンク・ブール協会

女子ソフトボール大会 金沢市 金沢市営専光寺ソフトボール場 県ソフトボール協会

ラージボール卓球大会 盟連球卓県館育体民健台北河市くほか

ターゲット・バードゴルフ大会 金沢市 医王山スポーツセンターTBG場 県ターゲット･バードゴルフ協会

シニアボウリング大会 盟連グンリウボ県ルウボンラーャジレ市沢金

さわやかウォーキング大会 金沢市 金沢プール（城北市民運動公園） 県歩こう会連絡協議会

13 （水） 石川老童ソフトテニス大会 金沢市 西部緑地公園テニスコート 県ソフトテニス連盟

健康ウオーク「アジサイ寺と堅田城址を訪ねて」 金沢市 IRいしかわ鉄道森本駅 県ウオーキング協会

ネオホッケー大会 盟連ルーボアロフ県館育体合総町賀志町賀志

30 （土） バリアフリーディスクゴルフ大会 加賀市 加賀市中央公園スポーツセンター横広場 県障害者フライングディスク協会

4

5

■　参加しましょう！

24 （日）

県グラウンド・ゴルフ協会

20 （日）

27

10 （日）

（日）

13 （日）

19 （土）

3 （日）

6

第２７回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会　開催予定（４～６月分）

■種目別大会　　　４５種目団体で開催予定（４月分は開催済み）

21 （土）

グラウンド・ゴルフ大会

22 （日）

月 日 曜 「体験広場」の開催される大会名 容内目種場会町市催主

6 10 （日） さわやかスポーツフェスティバル2018 野々市市 野々市市民体育館
ドッジビー、ディスゲッター、ラ
ダーゲッター、デカスポテニス

■ニュースポーツ体験広場

月 日 曜 協賛大会名 体団催主場会町市催開

6 3 （日） エンジョイ！車椅子バスケ 金沢市 金沢市障碍者高齢者体育館 NPO法人ＦＣ．ＴＯＮ

■総合型地域スポーツクラブ協賛大会　
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薫 風
石川県青少年育成推進指導員

芝田 信栄

活動を通じて子ども達から元気をもらう

石川県青少年育成推進指導員は、県内で約１００名余りの指導員が６ブロックの
地域で子どもや若者の育成支援を行っています。子どもや若者と共に進んで行くに
は、今の青少年の現状を理解しなければ声も掛けられないので、県内６ブロックの
全地域で研修・会議が行われています。

私の活動する「七尾・鹿島ブロック」でも
年１回の研修を行っており、平成２９年度
は、７月５日に七尾サンライフプラザにおい
て「七尾・鹿島の青少年の現状と非行・犯罪
の防止について」をテーマに、３つの事例発
表を交えた研修会を開催しました。

七尾市・中能登町の健全育成推進指導員、
小中学校の先生やPTA役員の方々、七尾鹿島
防犯協会の方々など約７０名も参加し、事例
発表後には意見交換も行いました。参加者一
同が、子ども達の現状に理解を深め、今後の
育成支援に、更に力を入れていただけると感
じた１日でした。

話は変わり、私の家の前は小・中・高生の
通学路となっており、毎日、朝夕に多くの生
徒が通ります。時間がある時には、家の前に
立ってあいさつをしています。先日、小学生
の子ども達が、「あ、チューリップの芽が出
ているよ。」と話しかけてきたのですが、今
年の２月は例年にない大雪だったので、３月
初めにもう芽が出てきたことに自分でも驚
きました。

もう２０年くらい、家の前の花壇（１ｍ×４ｍ）に１年を通して花を植えていま
すが、昨年１２月に花壇をつくり植えたものが芽を出していたのです。毎年春には、
沢山のチューリップが花を咲かせますが、子ども達にはチューリップの花を持って
帰っても良いと話してあり、多くの子ども達が花を切って持って帰ります。夏はひ
まわりやホウセンカ、アサガオの緑のカーテン、秋には菊やアジサイ、冬はスイセ
ンなど、県の花いっぱい運動ではありませんが、子ども達に見て喜んでもらい、あ
いさつ代わりに花の話しをすることが多々あります。

また、学校帰りの子ども達と色々な話しをしていると、学校のことがなんとなく
わかることもあります。私は、元気の無いあいさつをする子には、「今日は疲れた
んだね。」、「友達と遊んで元気になろうね。」と声を掛けます。すると、次の日には
元気な声であいさつをして来てくれるので、こちらが元気と若さ、喜びをもらい戌
年じいさんもいつまでも元気でいられます。

今後も、石川県青少年育成推進指導員として、様々な青少年関係の行事への参加
と地域での地道な活動を通じて、青少年の健全育成に貢献して行きたいと思います。
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 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。 

 
 

 

収集物 （３月分） ＜使用済み切手など＞

管財課、県民交流課統計情報室、文化振興課、障害保健福祉課、河川課、 

匿名の方、の計６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。 

スクリーン ホワイトボード プロジェクター BD プレイヤー 

テレビ 
様々な設備をご利用いただけます！ 

お気軽にお電話下さい。 
Wi-Fi 

★ をご利用ください！

★ や を するならあいむの『 』で！

○輪転機 ○丁合機 ○紙折り機 ○裁断機 ○紙そろえ機 

○大型ホッチキス・パンチ             
・コピー機 ・パソコン 

・プリンタ  etc. 

作業に便利な設備が 

揃っています！ 



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 ～

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 ～

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 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

E-mail kenmin-i ＠ pref.ishikawa.lg.jp QRコード

kenmin_undou

Facebook @kenminundou


