
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 ～

９･10月号
《３０．１０．３１第２５７号》石川県健民運動

○ 鼓動 

石川県ゲートボール協会  会長 石坂 修一

 ○ 第４５回太陽と緑に親しむ健民祭

○ 小学生ツバメ国際キャンプin台湾(続報) 

 ○ 第４７回ふるさとのツバメ総調査結果

 ○ 平成３０年度少年の主張石川県大会

 ○ 健民運動カレンダー・「子供・若者育成支援強調月間」について

 ○ 薫風 

石川県いけばな連盟   副会長 市村 理優

 〇 「あいむ」だより
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石川県ゲートボール協会

会長 石坂 修一

石川県ゲートボール協会の活動について 

 石川県ゲートボール協会は、公益財団「日本ゲートボール連合」の傘下の下、本県

においてゲートボールの大会の企画、普及促進を通じて、県民の健康増進に日々邁進

しております。特に昨今、健康寿命の延伸ということが大きな課題であり、高齢者に

も負担の少ないゲートボールは極めて意義ある競技といえます。 

 ゲートボールは、基本 5 人対 5 人のチーム対抗によるゲームで、1 試合 3 0 分間で

リーグ戦等を通じて成績を決定する、日本で誕生した超戦略型スポーツでもあります。

近年は国体の協賛種目にも加わり、スポーツとしての位置づけも更に高まりつつあり

ます。また、県内の大会は、数多くが全国

大会の予選を兼ねており、成績優秀なチー

ムは、全国大会に参加しながら、各地で懇

親を深めつつ観光等もできるという楽しさ

もあります。 

 ただ、ピーク時には県内で 4,000名を超

える会員登録がありましたが、現在は 750

名前後まで落ち込んでおり、北信越の中で

も一番小さな会団になってしまいました。 

類似の球技がかなり増えてきたことが一因でもありますが、数ある全国大会で本県選

手団は優秀な成績を度々収めており、「いしかわ」ここにありといった感じでしょうか。

 ゲートボールは、ノンコンタクトスポーツで、体力差も関係ないことから、年齢・

性別のハンディなく一緒に楽しめるという特徴を活かし、「世代交流ゲートボール大会」

を企画したりして、底辺拡大にも努めていますが、これからもゲートボールの楽しさ

を更に広めてゆきたいと思っております。 

第 33 回北信越選手権大会優勝（松本市）

日本海オープン大会（小松市） 第 70 回石川県民体育大会（輪島市）

鼓 動 
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第 4５回太陽と緑に親しむ健民祭

 平成３０年９月８日（土）から１０月１１日（木）の間、西部緑地公園陸上競技
場を中心に、総合開会式を含めて１５の種目で開催されました。
 太陽をいっぱいに受け、緑豊かな自然の中で誰でも自由に参加できる各種大会や
行事を開催し、県民の健康体力つくりを図るもので、期間中約６，３００人が参加
し、各種目で運動の楽しさを味わいました。

期日 大会名 参加者数 会場

9 月 8 日～

   17 日

石川県スポーツ少年団

               サッカー交流大会
642

内灘町サッカー競技場他 

9 月 16 日 健民マレットゴルフ大会 77 専光寺ふれあいの森ゴルフ広場

9 月 17 日 マラソンに挑戦する会２０１8 652 西部緑地公園陸上競技場 

9 月 23 日 ラジオ体操のつどい 980 西部緑地公園 陸上競技場 

        同 上 

        同 上 

       補助競技場 

       投てき場 

健民祭総合開会式 980
健民ゲートボール大会 130
健民グラウンド・ゴルフ大会 376
健民ペタンク大会 96
健民歩こう大会 83 西部緑地公園～健民海浜公園 

ニュースポーツふれあい体験 30 いしかわ総合スポーツセンター

9 月 26 日 リズムダンス講習会 303 小松市民センター 

9 月 30 日 健民野球大会（荒天のため中止） 石川県立野球場 

10 月 7 日 おはようサイクリング石川健民大会   89 大豆田大橋上流広場発着 

10 月 8 日 健民オリエンテーリング大会 54 石川県森林公園 

10 月 11 日 石川県健康クラブ交歓大会 1,758 いしかわ総合スポーツセンター

○総合開会式

 ９月２３日（日・祝）、秋晴れの下、９８０人の方が参加して西部緑地公園陸上
競技場において開催されました。関戸正彦実行委員長の開会宣言の後、本部長 谷本
正憲県知事から挨拶をいただき、参加者代表の石川県グラウンド・ゴルフ協会会長、
川畑正勝さんご家族による「三世代の体力つくり宣言」、金城大学ダンス部の皆さ
んによる若さ溢れるエネルギッシュなダンスの披露が行われました。

特集

総 合 開 会 式 拶挨事知県憲正本谷長部本言宣会開長員委行実戸関
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 ○石川県スポーツ少年団サッカー交流大会 

 ９月８日（土）から１７日（月・祝）までの３日間、内灘砂丘を見渡せる絶景の
内灘町サッカー競技場を主会場に、３５チーム、約６００人のサッカー少年が集ま
り熱戦が繰り広げられました。

○健民マレットゴルフ大会

 ９月１６日（日）に、専光寺ふれあいの森ふれあいゴルフ広場において、７７人
が参加して開催されました。成績は次のとおりです。

○マラソンに挑戦する会２０１８

 ９月１７日（月・祝）、雨上がりの澄みきった空気の中、北は宮城県から南は山
口県まで、全国各地からの市民ランナー６５２人が参加しました。コースは 12.195
㎞から最長 42.195 ㎞までの４部門を設定してあるため、参加者は自分の体力に合わ
せて完走をめざしました。少し蒸し暑かったせいか，途中で歩く方も見られました
が、各々が「ゆっくりと長く走る機会とする」という会の趣旨に沿って、ランニン
グを楽しんでいたただけたと思います。給水，監察，記録などの係員の方には献身
的に動いていただき，ありがとうございました。駐車場や更衣室、シャワー等が整
っている陸上競技場を発着するコースも今年２回目でたいへん好評でした。

アトラクション（金城大学ダンス部） 

【成績】 

  優 勝 東和ＦＣジュニア 

  第２位  内灘ＦＣ・ジュニア 

  第３位  ＦＣ笠間 

  敢闘賞 河北台サッカークラブ 

【成績】 

男子優勝 市村 悟 

       (金沢市) 

女子優勝 吉本英美子 

       (金沢市) 

三世代体力つくり宣言（川畑さんご家族） 
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○健民ゲートボール大会

 ９月２３日（日・祝）、西部緑地公園陸上競技場において、２３チーム１３０人
が参加して開催されました。成績は次のとおりです。

 ○健民グラウンド・ゴルフ大会 

 ９月２３日（日・祝）、西部緑地公園補助競技場において３７６人が参加して開
催されました。開会式では、８５歳以上の参加者１９名に対して高齢者表彰が行わ
れ、川畑正勝会長から賞状と記念品が授与されました。

【成績】 

 男子赤コース優勝 

   井上  武（七尾市） 

 男子青コース優勝 

   川畑 健一（中能登町） 

 女子赤コース優勝 

   塚本 洋子（かほく市） 

 女子青コース優勝 

   川原 千佳子（宝達志水町） 大会の様子 

【①左上】スタート

【②左下】スタート直後の周回の様子

【右上】雪吊橋を渡って自転車道路へ 

【右下】御影大橋を背景に折り返し地点へ 

【試合結果】 

第１コート優勝 中ノ江

第２コート優勝 白山ブルーム

第３コート優勝 中能登

第４コート優勝 能登

第５コート優勝 ノトきりしま

開会式の様子
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小松支部の皆さんによる「ヤングマン」

○健民歩こう大会

 ９月２３日（日・祝）、
西部緑地公園陸上競技場
から健民海浜公園を往復
するコースで開催され、 
８３人がウォーキングを
楽しみました。右の写真
は、閉会式に参加された
皆さんで撮影した一枚で
す。

○健民ペタンク大会

 ９月２３日（日・祝）、西部緑地公園投
てき場で９６人が参加して開催されまし
た。成績は次のとおりです。

○ニュースポーツふれあい体験

 ９月２３日（日・祝）、いしかわ総合ス
ポーツセンターで開催されました。参加者
の皆さんは、写真にあるカローリング（氷
上ではなく、フロアーで行うカーリング）
の他、ディスクゲッターやラダーゲッター
を楽しみました。

○リズムダンス講習会

 ９月２６日（水）、小松市民センター
において、石川県リズムダンス協会の
役員が講師となって、３０３人の参加
者と共に講習会を行いました。今回は、
当協会が定期的に講師を派遣している
健康クラブ（高砂悠々、金沢中央、中
能登、七塚、山代、山中の６クラブ）
からの参加を得て、小松市民センター
の体育館は満員の状況でした。

【成績】 

優 勝 金沢市Ｂ

第２位 白山市Ａ

第３位 白山市Ｄ 
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【成績】 

 男子Ａ優勝 久保 翔平

 男子Ｂ優勝 水橋  豊

 女子Ａ優勝 山崎 弥生

 女子Ｂ優勝 佐野 千恵美

 初心者優勝 安藤 太志

 一般組優勝 虎谷 小百合 組

 家族組優勝 徳光 善士 組

 少年組優勝 宮崎 古桜梅 組

○健民野球大会

 ９月３０日（日）に県立野球場で開催が予定されていた石川県早朝野球選手権大
会と金沢日曜野球連盟選手権大会は、台風２４号接近のため中止となりました。

○おはようサイクリング石川健民大会

 １０月７日（日）に、大豆田大橋上流広
場を出発し、犀川緑地公園のサイクリング
ロードから金沢みなと会館を目指しまし
た。金沢みなと会館で昼食をとり、「安全
教室」では自転車の安全な運転の仕方など
について話を聴いたのち、五郎島町での芋
掘りに向かいました。現地では五郎島金時
の広大な畑で老若男女がせっせと砂を掘
り、宝探しを楽しみました。収穫を終えた
参加者たちは、皆さんが満足顔で重くなっ
たペダルを漕いで帰路に就きました。

○健民オリエンテーリング大会

 １０月８日（月・祝）に、石川県森林公園インフォメーションセンターを起点に
して、５４人の競技参加者が得点を
競い合いました。成績は次のとおり
です。

○石川県健康クラブ交歓大会

 １０月１１日（木）、３３クラブから約１，８００人がいしかわ総合スポーツセ
ンターに集い、日頃の練習の成果を披露しました。開会式では本部長 谷本正憲県知
事から励ましの言葉をいただき、金沢市長代理 西川和昭保健局長から歓迎の言葉を
いただきました。また、田川修身さん（８２歳、野々市椿クラブ）をはじめ３３人
が健康クラブ功労者表彰を受けました。

開会挨拶（上瀧会長）励ましの言葉（谷本知事） 歓迎の言葉（西川局長）
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 課題曲「美しい十代」のリズムダンスから各クラブの発表まで、参加者の日頃の
活動の成果が存分に発揮された交歓大会となりました。閉会式では、原俊一副会長
の閉会挨拶に続き、山森義之事務局長の発声で健康万歳が三唱されて閉会しました。

閉会挨拶（原俊一副会長）

県健康クラブ普及・育成研修会（6/14）で練習した課題曲「美しい十代」のリズムダンスでは

各クラブの練習の成果が２グループに分かれて全体演技として披露されました。

功労者表彰（代表の田川さん）

クラブ発表の様子
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◇ 小学生ツバメ国際キャンプ in 台湾(続報)
○８月２２日（水）キャンプ１日目

　基隆市文化センターにて開校式があり、台湾の基隆野鳥学会理事長の沈錦豊氏が歓迎

の挨拶をしました。石川県は団長の林哲氏が、韓国は慶尚南道ラムサール環境財団課長

の李賛雨氏が挨拶しました。引き続き、台湾・日本・韓国のツバメ調査結果発表を行い、

１日目は金沢市立田上小学校、小松市立第一小学校、能登町立松波小学校が発表しまし

た。午後は、内寮地区でツバメの巣観察などを行いました。

○８月２３日（木）キャンプ２日目

 午前はツバメ調査結果発表を行い、金沢市立三谷小学校、加賀市立山代小学校が発表

しました。午後は昼食の時間に各国の児童が交流しました。その後、新北市の五股（ウ

グ）湿地を訪問してサギなどの鳥類を観察しながら、ツバメのねぐらとなっている芦の

原っぱでツバメの到着を待ちました。日没近くには、ねぐらに集まってくるたくさんの

ツバメを間近で観察することができました。

三谷小学校の発表 山代小学校の発表

白のＴシャツを着た方々は台湾のボランティアの皆さん

歓迎の挨拶（沈 錦豊氏） 団長の挨拶（林 哲氏） 内寮地区でのツバメ調査



9

○８月２４日（金）キャンプ３日目

 午前は中正公園を訪問して中元祭の起源等について学びました。かつて出身地の異な

る人々が水利や土地をめぐって争いが絶えなかったが、１８５１年の争いで多くの人が

亡くなったことをきっかけに争いをやめ、亡くなった人たちの供養のために１８５５年

から中元祭が始まったということでした。以来、同じ姓を名乗る人同士が毎年交代で祭

りを仕切り、今年は「賴」姓の人たちが当番でした。夜は招待されたパレードに参加し

て YOSAKOI ソーラン踊りを披露しました。

○８月２５日（土）キャンプ４日目

 午前は野柳地質公園で奇岩石群を見学した後、桃園国際空港から帰国しました。

野柳地質公園の奇岩石群

中正公園にて記念写真撮影 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン踊りの披露

現地で解説を聴く児童たち 五股湿地の様子飛来したツバメ
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◇第４７回ふるさとのツバメ総調査結果
愛鳥週間の平成３０年５月１０日から１６日ま 

 での間に、県内の全公立小学校・義務教育学校 
 ２０５校の６年生を中心とする児童約１万１千人 
 によって行われた調査結果は、下記のとおりです。
  この調査は、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 
 となることをねらいとして、昭和４７年から実施 
 しています。 

【調査結果概要】

（１）成鳥確認数    ９，８１５羽 （前年比 △641 羽、△6.1%）

  → 成鳥確認数：調査時に児童が巣の付近や、電線などに止まっているツバメ

   を目視確認できた数。（飛んでいるツバメは数えない。）

（２）使用中の巣の数  ９，５２３個 （前年比 △970 個、△9.3％）

（３）考察

 １，２月に積雪が多かったが、ツバ

メが飛来する時期（３月）の気候は概

ね安定していた。雪解けに合わせて動

き出す虫の発生は少し遅れ、発生の

ピークがあまり現れなかった。ツバメ

が生息するには、エサとなる虫、巣作

りの泥、巣を作る場所の環境が整って

いることが必要だが、近年、そうした

条件の悪化が強まっているので、ツバメを確認する機会が減ったのではない

かと推測される。

（４）調査参加者からの感想

 〇児童から

・私の家にツバメが来たら、カサの工

 夫をしたいと思いました。私はツバ

 メ調査に参加し、町のツバメは、町

 の人のやさしさで支えられて生活し

 ていると思いました。

・私は５回目のツバメ調査をしました。去年よりもツバメが少なかったので、

 残念でした。納屋を閉めている人が多いなど、昔と比べるとツバメの数が

 減り、ツバメも苦労しているのかなと思いました。

 〇学校の先生から

・お宿の人たちが、ツバメを受け入れるために工夫を凝らし、傘や新聞紙を

 フンの受け皿にしているのを見て、児童たちが人とツバメの共生について

 考える貴重な機会となっていることがすばらしいことだと思いました。
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◇ 平成３０年度少年の主張石川県大会

 ９月１日（土）に石川県青少年総合研修センター

で「少年の主張石川県大会」が開催されました。こ

の大会は、昭和５４年の「国際児童年」を契機に開

催してから今年で４０回目となります。 

 日常生活の中での体験や考えを自分自身の言葉で

まとめ、それを広く発表する機会を中学生に提供し

て、中学生世代における社会参加意識の醸成を図り、

また、多くの大人に現代の中学生への理解を深めて

もらう大会となっています。 

 加賀・金沢・石川中央・能登の４地区大会で選ばれた１６人の中学生が、自分の考

えを力強く堂々と訴えかけました。審査の結果、最優秀賞には、金沢大学附属中学校

３年杉原史緖梨さんの「Do anything as you can!」、優秀賞には、加賀市立山中中

学校２年新家彩桃さんの「今しか聴けない話」と七尾市立七尾東部中学校３年生長陽

仁さんの「いただきますの意味」が選ばれました。 

正木明大会委員長挨拶 

最優秀賞 「Do anything as you can!」 

 金沢大学附属中学校３年 杉原史緖梨さん

                “Do anything as you can ! ”私にこの言葉

をくれたのは、アメリカに住む親友です。彼女

との出会いは、一昨年の夏、アメリカへ一ヶ月

ホームステイに行ったときでした。私の母は自

宅で英会話を教えており、物心ついたころから

英語での会話は常に身近にありました。そのた

め、ホームステイにも不安は全くなく、アメリカに向かう飛行機の中ではこれから

始まる生活への期待に胸を膨らませていました。 

 しかし、ホストファミリーの家に到着し、いざ会話しようとすると、日本であれ

だけ自然に話せていた英語が全く出てきません。最初は笑顔で話しかけてくれてい

たホストファミリーたちも、一言も話さない私に困った様子で「今日は疲れている

だろうから早く休みなさい。」と言ってそれ以上は話しかけませんでした。 

 やがて夜になり、私はいったい何のためにここにいるんだろうと思いました。悲

しくて、自分が情けなくて涙があふれました。そんなとき、その家の娘さんで私と

同い年のブレアリンがやってきて、“Do anything as you can ! ” 

「あなたができることをすればいいよ」と声をかけてくれたのです。その言葉に勇

気づけられた私は、お土産に持ってきた浴衣をトランクから取り出して彼女に渡し

ました。 

“Are you interested in yukata?” 

“Yes! Wow, it’s very beautiful!” 

こんな簡単なやりとりが、私とブレアリンの初めての会話です。この会話を機に、

翌日からは誰とでも積極的に話せるようになりました。表現に迷ったときも、とに

かく知っている表現を使い、身振り手振りを交え、特にブレアリンとは何でも話せ
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発表終了後、堂坂雅光審査委員長（石川県市町

教育委員会連合会副会長）から、審査結果が発表

され、正木大会委員長から最優秀賞、優秀賞、奨

励賞の賞状と副賞が手渡されました。その後、嶋

耕二審査委員（石川県教育委員会学校指導課 課

参事）から講評をいただき、最後に玉屋匡康大会

副委員長（健民運動推進本部事務局長）の挨拶で

閉会しました。

る親友になりました。

この夏の経験は、私を大きく変えました。心で思っているだけではいけない、行

動を起こさなければ。それまでの私は、大好きな英語を活かして世界の人々の役に

立ちたいと考えながらも、実際に行動を起こすことはありませんでした。

“Do anything as I can ! ”

今の私にもできることが必ずあるはず。そうして探してみると、金沢市では災害時

語学サポーターを募集していることが分かりました。災害時に避難所で、日本語の

分からない外国人に声をかけ、必要な情報や物資を提供する役割です。私はいま、

そのサポーターとして登録し、仲間たちとともに万一に備えた訓練に参加していま

す。そして、外国の方にも分かりやすい掲示物の表記方法や、習慣の違いで起きる

かもしれないトラブルを未然に防ぐ方法などを常に話し合っています。その訓練の

おかげか、町中で困っている外国人観光客に対してもより適切なフォローができる

ようになりました。

ですが、これで十分などとは考えていません。世界に目を向ければ、私にできる

ことはまだまだあるはずです。世界には、貧困に苦しむ人々や、戦争により国を追

われ難民となった人々など、助けを必要としている人はたくさんいます。問題があ

まりに大きく、そして遠い国での出来事のため、自分に出来ることなどないのでは

ないか、ついそう思ってしまうこともあります。でも、そんなとき、ブレアリンの

あの言葉が聴こえます。

“Do anything as we can ! ”

ニュースを見て心を痛めているだけでは何も変わりません。どんなに小さくとも、

自分にできる何かを行動にうつすこと。あの日、浴衣を差し出したことで、私とブ

レアリンの間には国境を越えた強い絆が生まれました。なんでもいい、まず一歩を

踏み出しましょう。そうすれば、いつか必ず言葉も宗教も国境もすべてを越えるこ

とができます。大丈夫、私たちはきっと世界を変えられます。

成績発表（堂坂審査委員長）

審査委員講評 嶋 耕二（学校指導課課参事）

大変素晴らしい主張をしてくれた１６名の皆さん、ありがとうございました。

どの主張も、興味を持って聞かせていただきました。みなさんの主張のどのよう

なところに引きつけられたか、自問しました。

発表者の主張にもありましたが、社会はすでにグローバル化、情報化が急速に進

み、答えが見いだせない、または答えが１つではない、解決を必要とする課題が多

くあります。
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☆ 最優秀賞の杉原さんが、中部・近畿ブロック代表に選ばれ、１１月
１１日に開催される「第 40 回 少年の主張全国大会 ～わたしの主張
2018～」に出場します。全国での主張、頑張ってください！

経験豊かな大人の知恵でもなかなか解決することができないものがあります。こ

れらの課題を、中学生であるみなさんが、鋭い感覚器で、純粋に「気づき」、純粋

なハートで「考え」、純粋に「行動」しようとする主張は大変貴重なものでありま

す。この純粋さに引きつけられたことが理由だと考えます。

本日の発表は、今を一生懸命に生きる中学生の時代にしかできない、まさに「少

年の主張」であります。

さて、みなさん、今日の発表は、思う存分主張できましたか？主張は、好き勝手

に自分の思いを発信するのではなく、深く考えて、他に共感を与え、自分の意見を

強く言い切ることだと考えます。

今後、みなさんの主張を、責任を持って、さらに深め、実現できることを願って

おります。

本日は、貴重な発表を聞かせていただき、ありがとうございました。この大会で

発表されたみなさん、ご支援いただいた先生方やご家族の方々、さらには、この大

会の開催にご尽力いただいた関係者の皆様に心より感謝申し上げ、講評といたしま

す。

第 40回少年の主張全国大会
～わたしの主張 2018～

日時：11月 11日（日）13:00～
場所： 国立オリンピック記念

青少年総合センター
主張発表者：各都道府県より推薦された地方大

会（都道府県大会）優秀者１名、
計 47 名の中からブロック代表と
して選ばれた 12 名が主張発表

を行います。

閉会挨拶（玉屋匡康大会副委員長）

出場者と大会役員の皆さん
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◇ １１月・１２月の健民運動カレンダー
H３０.１０.３１現在

１１／１１（日）

第３８回北陸放送旗・協会長杯石川県ゲートボール選手権大会

兼第３４回全国選抜ゲートボール大会石川県大会

会場：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 

１１／１４（水）

健康わくわく出前講座

会場：野々市スポーツセンター（野々市市） 

主催：野々市椿健康クラブ 

１１／１８（日）

ふるさとづくり表彰式・花いっぱいのつどい

会場：県庁行政庁舎 １９階展望ロビー（金沢市） 

主催：石川県健民運動推進本部

１１／２０（火）

健康わくわく出前講座

会場：丸内中学校 １階集会室（小松市） 

主催：小松市稚松公民館 

１１／２１（水）

平成３０年度青少年ボランティア賞表彰式

会場：県庁行政庁舎 特別会議室（金沢市） 

主催：石川県健民運動推進本部

１１／２２（木）

絵本センターのつどい

会場：県庁行政庁舎 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

１１／２３

   （金・祝）

子どもの夢実現サポート事業（夢の実現地域発表会）

会場：小立野公民館（金沢市） 

主催：石引ドリーム実行委員会 共催：石川県健民運動推進本部

１１／２４（土）

健康わくわく出前講座

会場：野田町会館ホール（金沢市） 

主催：長坂台地区社会福祉協議会

１１／２６（月）

健康わくわく出前講座

会場：長坂みはらし公園（金沢市） 

主催：ほしぞら学童クラブ 

１１／２６（月）

  ～２７（火）

子供・若者育成支援のための地域連携推進事業（中央研修大会）

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

主催：内閣府 

１２／７（金）

健康わくわく出前講座

会場：鹿島体育センター（中能登町） 

主催：鹿島健康クラブ

１１月は「子供・若者育成支援強調月間」です
～支えよう 輝くひとの 夢みらい～

 子供・若者は、親等の家族にとっても、社会にとっても、大きな可能性を秘めたかけがえのない

存在であり、全ての子供・若者が、自己肯定感を育み、自己を確立し、社会との関わりを自覚し、

自立した個人として健やかに成長するとともに、明るい未来を切り拓いていくことが期待されて

います。しかしながら、子供・若者に関しては、依然、支援を必要とする不登校などの社会生活を

円滑に営む上で困難を有する子供・若者の問題や、少年非行、いじめの問題、児童虐待をはじめ子

供が被害者となる事件など、社会全体で取り組まなければならない問題があります。これらの問題

の解決には、行政、子供・若者の育成支援に関わる諸団体等が専門の垣根を越えて連携協力すると

ともに、地域住民一人一人の取組・参加を促すことにより、子供・若者を孤立させず、地域全体で

支えていく社会を築くことが重要です。

（内閣府 平成 30 年度「子供・若者育成支援強調月間」実施要綱 H30.10.9 より）
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石川県いけばな連盟 

副会長 市村 理優 

石川県いけばな展の歩み 

石川県いけばな連盟（昭和４３年設立）は、昨年度５０周年を迎えました。会長は設立

時より石川県知事が務めております。平成３０年３月には、記念祝賀会と花展を盛大に行

うことができました。これもひとえに皆様のおかげと感謝しています。花展は石川県庁

１９階展望ロビーでなされ、お天気の良い日には３６０度の展望が白山から日本海までの

景色を十分に堪能できる石川県いけばな展に相応しい会場でした。

当連盟の母体となっているのは、石川県華道連盟（大正１１年設立）と、そこより独立

した石川県いけばな協会（昭和３６年発会）に加盟する池坊、小原流、御室流、花芸安達

流、小堀遠州流、古流、嵯峨御流、草月流、未生流、龍生派の１０流派からなります。

石川県のいけばな愛好者はかつて日本第一位と言われましたが、現在では五位と順位が

下がり、当連盟への加入流派も減ってきています。いけばなに限らず能楽や日舞・茶道な

ども、近年は伝統文化の担い手不足となってきています。私達の若い頃（４０～５０年前）、

石川の地では当たり前のように何らかの伝統的なお稽古事を身につけていたように思いま

す。

しかしながら今では、仕事がスピード化・多様化し、夜遅くまで仕事に従事する人や、

退社後の時間の使い方も多種多様になっています。伝統文化的なお稽古事に通うよりも、

スポーツや友人達と過ごす時間へと変化しているようにおもわれます。そして、今まで伝

統文化を担ってきた人たちも高齢化が進み、新しくお稽古を始めようとする人たちが増え

ることなく全体的に減少して

いっています。どうしたらこ

の減少をくい止めることがで

きるでしょうか？担い手の増

加と継承を私達はこれから考

えていかなければなりません。

どうか皆様のご協力とご支援

を賜り、伝統文化の活性と担

い手の増加へと努力をしてい

きたいと思います。よろしく

お願い申し上げます。

薫  風 

石川県庁１９階展望ロビーにて
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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、ご予約は上記「石川県 NPO 活動支援センター（あいむ）」まで 

《９：００～２２：００（土、日曜日は１７：００まで、月曜日・祝日は休館》 

・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。 

 
 

 

収集物 （９・１０月分） ＜使用済み切手など＞ 

管財課、税務課、地域振興課、空港企画課、県民交流課、スポーツ振興課、長寿社会課、障害保険福

祉課、計量検定所、生涯学習課、石川県職員互助会、匿名の方の計１２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。 

 

あいむでは、定期的にメールマガジン『あいむ通信』を配信しています。内容は、

イベントやボランティアの募集情報、助成金、顕彰の情報など、皆さんの活動に役

立つ情報です！配信を希望される方は、団体名または氏名、『あいむ通信』配信希

望の旨を記載のうえ、magazine@ishikawa-npo.jp までメールを送信くださ

い！ 

これまでに配信したメールマガジンも見ることができます！ 

  http://www.ishikawa-npo.jp/magazine/index.html 

メールマガジン『あいむ通信』 

企業×ＮＰＯ物品マッチングシステム 

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！ 

詳しくはこちらの利用規定から→ http://www.ishikawa-npo.jp/koredo/ 

 
これＤＯ

ど 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 ～

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 ～

〒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

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

健民運動

発行：石川県健民運動推進本部
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