
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 ～

○ 鼓動 県民の歴史の関心を高めるために

石川郷土史学会 常任幹事 真山 武志

○ 平成３０年度青少年ボランティア賞

○ 平成３０年度健民運動ふるさとづくり表彰式

○ 子どもの夢実現サポート事業（速報）

○ 美しい石川を歩く（第９回）～輪島崎の北前船の名残巡り～

○ 第２１回能登地区健康クラブ普及育成研修会

○ 健民運動紹介・健民運動カレンダー

○ 薫風 未来を拓く子どもたちとともに

石川子ども文庫連絡会 代表 浅賀 千鶴

〇 「あいむ」だより
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石 川 郷 土 史 学 会

常任幹事 真山 武志

県民の歴史の関心を高めるために

石川郷土史学会は大正から昭和初期に郷土史研究に活動した「加越能史談会」の流

れを継ぐものとして、石川県を中心に歴史や民俗を研究する同好の士によって新たに

昭和２７年８月に発会しました。会員も石川県をはじめ東京や川崎市の関東園から大

阪・岡山等の西日本に及んでいます。

その後昭和４３年１０月には会員の論

文誌「石川郷土史学会々誌」を創刊し

ました。現在まで毎年欠かさず発行さ

れ、本年は５１号を発行予定です。会

誌には専門の学者とはひと味違った、

地元に根ざした埋もれた先人の業績や

史料の紹介など、ユニークな研究論考

があります。このような地域の身近な

歴史に光を当て、掘り起こしてゆくのは当会の特徴とするところであり、県外からの

購読も多くみられます。

また、会員の研究の成果を発表する場として例会を開いており、本年９月の例会は

４８０回を数えました。このような息の長い例会の開催は、本会の活発な活動の結果

とみることが出来ます。

毎年１２月には、石川考古学会、石川地理学会、加能民俗の会、北陸史学会、当会

の五学会による連合研究発表会が行わ

れますが、一般課題･共通課題に各１名

の発表者を出しています。

当会の健民運動として毎年、会員の

解説で市内を中心に歴史的遺産や施設

を尋ね、知識と見聞を広める歴史散歩

を実施しています。これには会員以外

の一般の県民も多く参加して好評を博

しています。本年は県外から９０歳の

女性会員の参加もあり、大いに盛り上がりました。その際に配布された案内パンフ

レットは、史料として有効なものとなって参加者から好評を得ています。

今後も県民の一層の文化活動向上のために、活動を継続してゆく努力を重ねて行き

ます。

鼓 動
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◇平成３０年度青少年ボランティア賞

１１月２１日（水）に県庁行政庁舎特別会議室で、平成３０年度「青少年ボランティ

ア賞」の表彰式が行われました。今年度は７団体と２個人が受賞され、当日は本部長

の谷本正憲県知事が表彰状を授与しました。

表彰された団体・個人は、一人暮らしの高齢者の見守りも兼ねた防火夜回りや積雪

時の除雪活動、福祉施設での交流活動、清掃活動による環境美化、地域行事への積極

的な参加、被災地支援のための募金活動、子ども会行事の企画・運営を支援する活動

など、地域や学校において他の模範となるべき素晴らしい活動を実践しています。

谷本県知事からは、受賞団体・個人への祝辞が述べられ、「学校には卒業があるけ

れどもボランティアには卒業がないので、今回の受賞を励みにしていっそう頑張って

ください」と励ましの言葉もありました。また、受賞団体・個人を代表して、金沢市

立新竪町小学校６年生が活動内容と今後の抱負を発表しました。

平成７年度から始まったこの賞では、今回までに延べ１９７団体、４８個人が表彰

されました。人と人との絆が深まり、お互いが支え合う思いやりのある豊かな社会を

築き上げるためにも、地道に社会に貢献する青少年ボランティアによるふれあいの輪

の一層の広がりが期待されています。
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【受賞団体・者とその活動内容】

○金沢市立新竪町小学校６年生
新竪町小学校では、昭和４７年に鱗町交差点に地下道が完成したことを受けて、６年生によ

る地下道の清掃活動が始まり、兄弟や親、祖父母世代から受け継がれて今日に至っている。今

年度は２０名が５グループに分かれて曜日担当で毎日、天候に関係なく、午前７時５０分から

８時まで清掃活動を行っている。また、清掃活動中に地域の人と明るく挨拶を交わすことも活

動の一つとしており、地域の環境美化と明るい社会づくりに大きく貢献している。

〇金沢市立緑中学校
緑中学校では、毎年２回、生徒がチームを組んで早朝から各地域の指定集積所を回り、古新

聞などを回収して中学校へ持ち帰り、分別して業者に引き渡している。団地では生徒たちが出

向いて重い古雑誌等を回収してくれるため、住民からたいへん喜ばれている。また毎年、１年

生が中心となって「二塚ジョンカラ」保存会の協力を仰ぎながら練習し、夏の行事に参加して

いる。資源回収や伝統文化の継承を通して地域のコミュニティづくりに大きく貢献している。

【受賞団体・者代表の言葉】

☆新竪町小学校６年 池田衣舞さんと菅原龍斗さん

本日は、私たち９つの団体と個人を表彰していただき、ありがとうございます。谷本知

事様から直接お褒めのお言葉をいただき、感激でいっぱいです。受賞者を代表して、お礼

申し上げます。

新竪町小学校６年生は、毎朝７時４５分からあいさつ運動をして、５０分から鱗町交差

点の地下道を掃除しています。これは、昭和４７年に地下道が完成した年から続いていま

す。ぼくの兄、母、祖父も地下道掃除をしていました。

地下道には出入り口が４か所あるので、

４人でそれぞれの出入り口を担当してい

ます。ほうきとちりとりで掃き掃除をし、

集めたごみは学校へ持ち帰ります。掃除

をしていると、通りかかった人から「お

はよう、いつもありがとう」とか、「掃

除をしてくれてありがとう」と声をかけ

ていただくこともあります。そんな時は、

見知らぬ人でも親しみを感じて、「これ

からもがんばろう」という気持ちになり

ます。

地下道掃除をしているのは、きれいに

するためだけではありません。通ってく

れる人たちに笑顔を届け、元気に一日の

スタートを切ってほしいと思っているか

らです。

私たちの新竪町小学校は今年度で閉校

し、平成３１年４月からは菊川町小学校

と統合することが決まっています。４７

年間引き継いできた新竪町小学校６年生の地下道掃除は最後の年になりますが、私たちは

アンカーとして来年の３月３１日まで精いっぱい掃除を頑張ります。

今日、表彰を受けた中学生や高校生、大学生の皆さんのような活動ができるよう、これ

からも一生懸命に勉強し、地域のために働ける人になりたいと思います。

本日は、本当にありがとうございました。
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〇輪島市立東陽中学校
東陽中学校では、「ふるさと五千人の祭典」に生徒会執行部が企画段階から参加して自分た

ちの意見を提案し、準備や片付けには全校生徒が協力するなど、学校を挙げて地域行事を推進

している。また、「よさこいソーラン」にも取り組み、老人ホーム訪問や各種イベントで発表

している。さらに、３年生は修学旅行先でタブレットを用いたプレゼンや手描きパンフレット

を配布して、輪島の観光名所や食材をＰＲするなど、地域の活性化に大きく貢献している。

〇石川県立飯田高等学校野球部
野球部は、「地域ピカピカ運動」と銘打ち、毎週月曜日の７時５０分から８時１０分まで天

候に関係なく、学校周辺及びバス停の清掃を行っている。また、毎年２月には鉢ヶ崎海岸の清

掃活動を行い、冬季には積雪の状況により一人暮らしの高齢者宅周辺や、学校及びバス停周辺

の雪かきを行っている。地域住民からも喜ばれており、明るく礼儀正しい部員たちの活動は、

地域の環境美化に大きく貢献している。

〇金沢星稜大学人間科学部「池田ゼミナール」
「池田ゼミナール」の学生たちは、自主的に毎月１回～３回、環境保全活動や子どもたちへ

の教育支援活動、地域コミュニティ促進活動など、様々な社会的活動を積極的にかつ継続的に

実践している。活動内容は、穴水町ボラ待ち櫓の再復興活動、農作業体験による非行少年立ち

直り支援活動、詐欺被害防止や不法投棄撲滅などの街頭キャンペーンへの参加など多岐にわた

り、これらの活動は地域に大きく貢献している。

〇諸江地区子ども会連合会ジュニアリーダー会
ジュニアリーダー会は、年２回の諸江地区の沿道の清掃活動のほか、資源回収や災害ボラン

ティア協会等の募金活動を行っている。また、諸江地区に古くから伝わる「諸江住吉おどり」

の継承や、地域の提灯行列、社会体育大会、諸江公民館夏祭り、諸江文化まつり等の企画運営

にも地域と連携しながら継続的に参加している。これらの環境美化活動や募金活動、伝統文化

の継承活動は、地域住民からも高く評価されており、地域に大きく貢献している。

〇上戸いかなてて（泉郡子ども会）
上戸いかなてては、毎週金曜日の夜８時から集落の一人暮らし高齢者の身守りも兼ねた防火

夜回りを実施している。平成２９年までは中学生もいたが、現在は小学２年生から６年生だけ

で実施している。拍子木を鳴らし、「火の用心」と連呼しながら子どもたちだけで２つの集落

を回っている。これがきっかけとなって、子どもたちと高齢者とのコミュニケーションが生ま

れ、方言かるた制作へと発展するなど、伝統文化の継承や地域づくりに大きく貢献している。

〇橋谷 衣美
平成１９年から１１年間以上、金沢市子ども会連合会シニア委員会に所属し、子ども会行事

（提灯太鼓行列、金沢市子ども会大会等）に積極的に参加し、子ども会行事の運営を支援して

きた。平成２８年からはシニア委員会委員長として、メンバーを一つにまとめて牽引している。

また、中・高校生のジュニアリーダーを育てる合宿を企画・運営し、後進の育成にも力を入れ

ている。社会人になってからも仕事と両立しながら常に前向きに取り組む姿は、子どもたちや

他のシニア委員の模範となっており、その活動は青少年の健全育成に大きく貢献している。

〇市子 裕美
本年までの１０年間以上にわたり、旅（体験活動）を通した青少年の健全育成を目的とする

ユースホステル運動を推進してきた。小学生を対象とした夏４回、秋冬２回の宿泊体験では、

社会人スタッフとして大学生スタッフをサポートし、子どもたち同士の親交が深まる活動を工

夫し計画するなど、企画・運営面で大いにリーダーシップを発揮してきた。石川県ユースホス

テル協会の行事に対して、企画から実施まで積極的に取り組む姿は、大学生スタッフの模範と

なっており、その活動は体験活動を通した青少年の健全育成に大きく貢献している。
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◇ 平成３０年度健民運動ふるさとづくり表彰式

平成３０年１１月１８日（日）、県庁行政庁

舎１９階展望ロビーにて午前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。会場の１９階には表彰式前から大勢の人が

集まり、前々日から展示されている今回のツバ

メや川柳の受賞作品の前には、足を止めて作品

に見入る人の姿が見られました。

〇ふるさとのツバメ総調査作品コンクール
「ふるさとのツバメ総調査作品コンクール」では、ツバメ調査に関する写真やツバ

メ新聞などの「記録・観察作品」部門に１７校から応募がありました。調査を通して

心に残ったことや理解したことを記した「感想文」には３８校から９１６点の応募が

あり、多くの子どもたちが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りました。また、ツバメの巣がある家屋に貼り付けて、

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」原画には、１７１校

から１，８６７点の応募がありました。ご協力をいただいた学校の皆さん、ありがと

うございました。

☆記録・観察作品の部

最優秀賞 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 金沢市立田上小学校 ツバメ調査ポスター

優秀賞 珠洲市立蛸島小学校 ツバメ調査冊子

佳作 内灘町立鶴ケ丘小学校 ツバメ新聞

佳作 能登町立松波小学校 ツバメ新聞

☆感想文の部
最優秀賞 珠洲市立蛸島小学校６年 番匠 七海

優秀賞 金沢市立三谷小学校５年 小松 倫子

優秀賞 珠洲市立蛸島小学校６年 中川 優月

優秀賞 内灘町立向粟崎小学校６年 津山 結

佳作 白山市立松任小学校６年 上見 修矢

佳作 野々市市立館野小学校６年 村本 達哉

開会挨拶 玉屋匡康事務局長

山代小学校の皆さん

【記録・観察作品】

番匠七海さん

【感想文】

谷内前洸大さん

【お宿シール】
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☆ツバメのお宿シールの部
最優秀賞 珠洲市立正院小学校５年 谷内前 洸大

優秀賞 白山市立北陽小学校６年 星野 倖成

佳作 金沢市立千坂小学校６年 小川 羽希

佳作 金沢市立千坂小学校６年 勝﨑 真彩

佳作 小松市立中海小学校５年 清水 美里

佳作 輪島市立町野小学校４年 川原 千佳

佳作 加賀市立山代小学校６年 井上 花

〇「家庭の日」川柳コンクール
「『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

２，４７１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、小学生の部で坂元悠真さん（小松市立符津小学校５年）、中学生の

部では木内乃亜さん（白山市立北星中学校２年）、一般の部では清左とみさん（金沢

市）の３人が選ばれました。

（2019年度のシール）

最優秀賞 【珠洲市立蛸島小学校６年 番匠七海さんの感想文】

ツバメと人々の思い
私は、ツバメ調査に参加して、２つのことに気付くことができました。１つ目は、「蛸島町に

は、ツバメを歓迎している人が多くいること」です。一軒一軒回ってインタビューすると、ツバ

メの巣がある家では、「ツバメが来るのを毎年楽しみにしとる」と言っていました。ツバメの巣

がない家の人も、「もし、家に巣を作ったら、歓迎する」と言っていました。そんな「歓迎する」

という内容の話をした人がたくさんいました。私は、ツバメ調査をする前は、「ツバメは、フン

を落としてよごすから、あまり歓迎する人はいないだろう。」と思っていました。私自身、フン

でよごすツバメを歓迎する気持ちはあまりありませんでした。けれど、ツバメ調査に参加して、

「町の人はツバメをかわいがっているんだな。熱い思いをもっている人が、たくさんいるんだ

な。」とわかって、ツバメが来たらいいなという気持ちに変わりました。２つ目は、「フンでま

わりがよごれない工夫をしている家がたくさんあったこと」です。ツバメが巣にいて、フンを落

としてもよいように、カサを開いてさかさまにつるしている家がありました。フンのためにカサ

を使う工夫を初めて見たので、びっくりしました。もし、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。他に、巣の下に新聞がしいてあって、風でとんでいかないよう、四すみ

に石を置いてある家もありました。新聞紙の工夫は、あちらこちらの家でよく見かけました。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。そして、ツバメには、町の人を喜ばせてくれる不思議な力があることも分かりました。これ

からも、町へやってくるツバメが増えるといいなと思いました。

坂元悠真さん【小学生の部】 木内乃亜さん【中学生の部】
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◇子どもの夢実現サポート事業(速報)

本県の未来を担う子どもたちが日頃抱いている「夢」を募集し、仲間とともに地域

の人々の協力を得ながら、子どもたちが主体となって「夢」を実現できるよう支援す

るとともに、それぞれの地域において発表会を開催することで、子どもたちの自発的

で創造性豊かな心を

育み、社会への参加

意欲を高めることを

目指す事業です。

今年度は県内各地

から２５件の応募が

あり、うち５件の

「夢」が採択されま

した。本紙では、５

件の「夢の実現地域

発表会」の様子を２

回に分けて掲載しま

す。初回は３件の

「夢」を紹介します。

〇こども和太鼓コンサート

募集チラシより

日時：平成３０年１０月１３日（土） 場所：いしかわ子ども交流センター

実行委員会名：ＤＳＪコンサート実行委員会（金沢市）

「夢」 石川県で盛んな和太鼓の魅力をたくさんの人に知ってほしいので、

所属している和太鼓チームの仲間や他のグループを誘って、照明や音

響を使ったかっこいいコンサートをしたいです。
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〇ハロウィンパレードをしたい

〇ハロウィンで地域交流大作戦！

日時：平成３０年１０月２７日（土） 場所：コスモアイル羽咋

実行委員会名：ハピネス（羽咋市）

「夢」 子どもも大人も一緒に仮装して楽しいハロウィンパレードをしたい

です。会場をバルーンアートなどできれいに飾り付け、ブラスバンド

の演奏にも加わってもらえるとうれしいです。

日時：平成３０年１１月２３日（金・祝）

場所：小立野公民館（金沢市）

実行委員会名：石引ドリーム実行委員会

「夢」 自分たちが考えたハロウィンの仮装で地域

のお年寄りのお家を訪問したいです。また、

自慢の衣装を着て仮装コンテストをやりた

いです。
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◇ 美しい石川を歩く（第９回）
－輪島崎の北前船の名残巡り－

１０月２４日（水）、心配された雨もなく穏やかなウォーキング日和となりました。

参加者全員が、道の駅輪島ふらっと訪夢から輪島朝市、弁天社・金比羅社、鴨ヶ浦、

鳳来山公園、住吉神社、輪島塗会館を経てふらっと訪夢までの約６kmを歩きながら、

北前船の名残を楽しみました。このコースは７月の猛暑で延期となっていたもので、

２７人が参加しました。

輪島と言えば、やっぱり朝市！

快晴の鴨ヶ浦で記念写真

弁天社と金毘羅社 住吉神社
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◇ 第２１回能登地区健康クラブ普及育成研修会
１０月２４日（水）に能登町の内浦体育館で、２０団体１９８人が参加し、来年度

の能登地区健康クラブ交歓大会に向けての研修を行いました。

開会式には持木一茂町長にご出席いただき、歓迎の言葉をいただきました。

〇開会式 ・国歌斉唱
・開会の挨拶 内浦健康クラブ会長 高木 米子
・励ましの言葉 石川県健民運動推進本部長 谷本 正憲

（代理）
石川県健康クラブ協議会長 上瀧 源一郎

・歓迎の言葉 能登町長 持木 一茂
〇実技研修 ・準備体操 『健民さわやか体操』 指導 作原 悦子

・全体歌唱 『おぼろ月夜』『手のひらを太陽に』
指導 高木 米子

・全体演技 『能登町音頭』 指導 美多 侑子 小野 孝子
藤沢 悦子 作原 悦子

〇閉会式 ・閉会の挨拶 内浦健康クラブ副会長 金七 千恵子

開会式 高木会長挨拶

全体歌唱

来賓の方々

全体演技 能登町音頭①

全体演技 能登町音頭②

★２０１９年度の予定
「能登地区健康クラブ交歓大会」
日時 ２０１９年５月２２日（水）
会場 内浦体育館

（鳳珠郡能登町字布浦拓２０－４）
内容 歌唱、準備体操、全体演技、

各クラブ発表
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◇ 健民運動活動紹介
○健民野球大会（石川県早朝野球協議会）
１１月３日（土・祝）、白山市白山郷運動公園野球場にて、健民野球大会の準決勝と決

勝の３試合が行われ、決勝では高桑美術印刷がセントラルメディカルを破って初優勝しま

した。試合結果は次のとおりです。なお、この３試合は、太陽と緑に親しむ健民祭の種目

別競技として９月３０日（日）に予定されていましたが、台風２４号のため延期となって

いたものです。

○石川県健康クラブ協議会理事会
１１月１５日（木）、和倉温泉「寿苑」において、石川県健康クラブ協議会第２回理事

会が行われました。各健康クラブの会長ほか、協議会の事務局員なども含めて６０名以上

が出席しました。会議では事業報告の他、他の健民運動構成団体でも懸案事項となってい

る会員数の減少に対応した協議会運営のあり方について活発な意見交換が行われました。

地区大会については、次年度の能登地区健康クラブ交歓大会を最後に地区大会を廃止する

ことが決まりました。

○石川県ゲートボール協会表彰伝達式・納会
１２月２日（日）、津幡町文化会館「シグナス」において、平成３０年度石川県ゲート

ボール協会の表彰伝達式及び納会が行われました。表彰式では、日本ゲートボール連合と

石川県ゲートボール協会から２９名の会員に対して功労者表彰等が贈られました。日本ゲ

ートボール連合からの受賞者は次のとおりです。

◇ １月の健民運動カレンダー
H３０.１２.２０現在

１／２０（日）

子どもの夢実現サポート事業「夢の実現地域発表会」

夢の内容：小さい折り鶴をつなげて巨大な折り鶴をつくりたい

会場：一歩(能美市障がい福祉事業所)

実行委員会：宮っこＴｅｎｚｕ（能美市）

共催：石川県健民運動推進本部

１／２７（日）

子どもの夢実現サポート事業「夢の実現地域発表会」

夢の内容：能楽をいろんな人に広めたい

会場：県立能楽堂別館

実行委員会：野々市子ども能楽教室（野々市市）

共催：石川県健民運動推進本部

☆ゲートボール功労者表彰 佐藤左一郎（かほく市）
☆健康功労者表彰 山代 守（川北町） 松原 正人（宝達志水町）
☆審判員功労者表彰 松岡 啓治（野々市市） 新谷 清士（小松市）

茨木由美子（志賀町） 若林 正子（能美市）

☆準決勝 セントラルメディカル(金沢市) ２ 対 ０ 楽笑家(小松市)
高桑美術印刷(野々市市) ２ 対 １ ノトアロイ(志賀町)

☆決勝 高桑美術印刷 ４ 対 １ セントラルメディカル
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石川子ども文庫連絡会

代表 浅賀 千鶴

未来を拓く子どもたちとともに

石川子ども文庫連絡会は、今年、発足 35 周年を迎えました。会員の日々の働きと学

び、また、文庫に集う子どもや大人の熱意、諸団体によるご支援、それらのどれが欠け

ても、35 年間の活動が成り立つことはなかったでしょう。みなさまへの感謝を込め、

また、今後の活動の継続を祈念いたしまして、2018 年 8 月、「実験で楽しむ宮沢賢治 サ

イエンスファンタジーの世界 ―『銀河鉄道の夜』を中心に―」と題した特別講座を開

催いたしました。

あちこちでのご活躍の様子が新聞等でも大きく

取り上げられていらっしゃる四ヶ浦弘先生（金沢

高等学校講師）による超人気化学実験講座に、県

内外で長きにわたり宮沢賢治作品の勉強会を続け

てこられた細川律子さん（はまなす文庫）の作品

朗読を挿入した、「読む・聴く・調べる・体験する」、

文庫連絡会ならではの贅沢コラボレーション。参

加者のみなさまには、宮沢賢治の世界をまた新し

く、より近くに感じていただけたのではないかと思います。

３時間の長丁場。四ヶ浦先生の講義は、この仕事が好き好き好きの気持ちが溢れてい

て、迫力満点！ 賢治作品のみならず、その人間像にも迫り、実験の楽しさにだけでな

く、引き込まれるものがありました。そして細川さんの朗読には、賢治の作品をまた違

う角度からひっそりとやわらかく輝かせる独特の世界観があり、聴く者を夢見心地にさ

せてくださいました。

「好きなことを思いっきり楽しむ、そして伝え

る。その積み重ねと循環が人を豊かにし、新しく

し、幸せにする。」私たちが子どもたちに伝えたい

と願っているその思いを、この講座を通して改め

て実感し、私たち自身、活動の励みを得ることが

できました。

ＩＣＴ教育がますます進み、読書も紙媒体から

デジタルメディアへと広がりをみせています。

しかしながら、大切なのは「情報」だけではありません。「自分で知り、感じ、考え、

行動する」＝「主体性」の構築と、「共感し、語り合い、理解し合う」＝「コミュニ

ケーション」の深化には、良質の「物語」にふれ、想像の世界で創造的に生きるという

体験が不可欠です。読書の楽しさ、またそれがもたらしてくれるものを、子どもたちが

自分たちの未来に役立てていく手助けができるよう、今後も私たちなりに、地道な学び

を続けてまいりたいと考えております。

薫 風
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『あいむ』だより

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 （１１・１２月分） ＜使用済み切手など＞

ことぶき１３期会、金沢市小坂公民館、管財課、税務課、地域振興課、空港企画課、スポーツ振興課、

厚生政策課、薬事衛生課、廃棄物対策課、道路建設課、河川課、計量検定所、監査委員事務局、匿名

の方 計１５件

ご協力ありがとうございました！

『あいむ』の会議室をご利用ください

○会議室（20 名程度・週 2 回まで）

プロジェクター、スクリーン、テレビ、Wi-Fi、ホワイト

ボード、DVD,BD プレイヤー等を無料で貸出しています！

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。

あいむホームページの「イベント情報」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/event/index.html

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。

会議・ミーティング等にどうぞ

イベント情報に掲載します



〒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

QRコード

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 ～


