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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 ～

石川県健民運動

動

○ 鼓動 赤レンガの建物の歴史

石川県博物館協議会 永井 浩

（石川県立歴史博物館 普及課長）

○ 平成３０年度ふるさとづくり推進事業実施報告

○ 平成３０年度健康づくりリーダー研修会

○ 健民運動活動紹介・２０１９年度の主な主催行事

○ 薫風 子ども若者と共に

石川県青少年育成アドバイザー協会 会長 宮崎 禮子

〇 「あいむ」だより
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石川県博物館協議会 永井 浩

（石川県立歴史博物館 普及課長）

赤レンガの建物の歴史

いしかわ赤レンガミュージアムの建物は、明治末から大正初めにかけて建造された

旧金沢陸軍兵器支廠(ししょう)兵器庫が、装い新たに生まれ変わったものです。道路

から見て一番奥の方の建物（第３棟）が 1909(明治 42)年、真ん中の建物（第２棟）が

1913(大正２)年、道路に面した建物（第１棟）が 1914(大正３)年にできました。

　この場所には、江戸時代、加賀藩八家(家老)をつとめた本多家の上屋敷や、加賀藩

士の篠原出羽守家の屋敷など、武家屋敷が並んでいました。現在の「出羽町」や「本多

町」、「本多の森公園」などの名前は、これらに由来するものです。

　明治時代中頃以降、陸軍の軍備拡張により地方ごとに軍隊が組織され、北陸地方では

1898（明治 31)年に陸軍第９師団が設置されました。師団とは、軍隊の編成単位の一

つで、連隊や旅団の上に位置して司令部をもち、独立して作戦行動に当たる大きな組

織のことです。司令部は金沢城址に置かれ、旧城内やその周辺の武家屋敷址地には、

この建物をはじめとして兵舎、練兵場、病院など数多くの軍事施設が建設されました。

同じ時期に兵器庫として建設された赤レンガの建物は各地の師団にもありましたが、

現在、その姿を見ることができるのは、広島、金沢、姫路、善通寺の４カ所です。ま

た、これらのうちで完全な形で残っているのは、金沢と善通寺だけです。

　戦後は、1946(昭和21)年に、金沢美術工芸専門学校(後の金沢美術工芸大学)が設置さ

れ、1972(昭和 47)年に現在地（金沢市小立野）へ移転するまで、大学校舎として使わ

れていました。同大学移転後の 1986(昭和 61)年 10月に、石川県立歴史博物館（前身

は 1968 年開館の石川県立郷土資料館）として開館しました。1990(平成２)年には、歴

史的建造物の保存と博物館としての再利用が評価され、重要文化財に指定、1991(平成

３)年には日本建築学会賞も受賞しています。その後再び建物と展示室の改修工事が行

われ、2015(平成 27)年４月、石川県立歴史

博物館・加賀本多博物館（旧藩老本多蔵品

館）として開館しました。

今後は、石川の歴史と文化を正しく、楽

しく学習する拠点施設としての機能を充実

させるとともに、より多くの県民の方々や

観光客に訪れて頂けるよう、国指定重要文

化財としての建物の魅力や本多の森公園の

立地環境を生かしながら、周辺施設と連携

協力し、親しみやすく利用しやすい博物館

を目指していきます。

鼓 動

石川県立歴史博物館 第 1棟 外観



2

◇ ふるさとづくり推進事業実施報告

これまでの子どもたちによる防火夜回り（８年目）や一人暮らし高齢者の見

守りも兼ねた伝統的なかき餅作りのお手伝い、方言の聞き取り調査と口ぐせ

（方言）カルタの作製を発展させて、今年度はオンノキバの伝承や屋号の聞き

取り調査に取り組みました。子どもたちとお年寄りの交流活動は、伝統文化の

継承と子どもたちのふるさとに対する愛着や誇り、そして自己有用感の醸成に

大いにつながったようでした。

上戸かき餅･方言･オンノキバ伝承（上戸いかなてて・珠洲市）

【バケモン蟹「がんちょ」の昔話を聞きました】

【泉郡子ども会の皆さん】

【これから乾燥工程へ】

【防火夜回りは８年目に突入】

【かき餅（オンノキバ）と無病息災カードをプレゼント】

【口ぐせ（方言）カルタ大会】
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舘畑じょんがらを継承し、伝承できる人材の育成を図りました。そのために、

地元愛好家を講師に招いて練習会を開催し、唄、三味線、尺八、太鼓、踊りの

指導を受けました。その結果、三味線教室の練習生が増え、平均年齢も若返り

ました。また、尺八教室は４名の生徒が集まり、踊りでは地域の小学生や婦人

会の方々が多数参加して、舘畑じょんがらの習得に熱心に取り組みました。こ

の事業を通して、伝統芸能の伝承意識が地域の中に芽生え、広がりつつあるこ

とを実感しました。

舘畑じょんがら伝承・継承者育成（舘畑民謡保存会・白山市）

【納涼盆踊り大会本番①】【子どもたちの盆踊りの練習風景】

【尺八の練習風景】【若手も加わった三味線の練習風景】

【納涼盆踊り大会本番②】
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 いやさか踊り（踊りと唄）を若い世代に正しく伝承するために、子どもたち

への伝授と練習の成果を発表できる機会の充実を図りました。特に、二俣紙す

きの里まつり（6/3）と源氏の盆踊り（8/15、本泉寺境内）では、例年よりも

沢山の方々に来町していただき、地元内外への周知と若い世代の継承意識の高

揚につながりました。また、湯涌江戸村へ出向いて医王山麓伝承踊りとの共演

会にも出演し、ふるさとの伝統芸能に対する理解と愛着の醸成にもつながりま

した。 

 

 

 

  

二俣いやさか踊りの保存・継承（二俣いやさか踊り保存会・金沢市）

【二俣紙すきの里まつり①】 

【二俣紙すきの里まつり②】 

【盆踊り】 
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伝統芸能である獅子舞を確実に伝承していくために、小中学生への伝授と中

間世代の指導者育成を図りました。６月からの指導者研修には４名の参加があ

り、事業終了後の反省会では、参加者から「次は友達を誘ってみる」との声を

聞くことができ、伝統芸能を継承していく意識の高まりを感じることができま

した。また、長町会館文化祭（11/4）の発表に向けた子ども獅子の練習は、10

月から 17 日間にわたって行われ、本番では出演者が熱い獅子舞を披露しまし

た。

加賀獅子舞指導者育成（加賀獅子保存会龍王組・金沢市）

【獅子の胴体の骨組みとなる胴竹づくりの様子】

【獅子舞②】

【獅子舞①】
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◇ 平成３０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、今年度は 平成３１ 年２月２７日（水）と３月８日（金）に七尾
市と金沢市 の２会場で開催しました。

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
くり担当職員等から、延べ３３団体１４３人の参加がありました。「楽し
く動いて毎日元気に！ 」をテーマに、健康運動指導士の畑中さん と元橋
さんの指導の下、参加者は 脳トレ的な手足の細かな運動 や体全体を無理
なく動かす運動 などを、リラックスした雰囲気の中で、楽しみながら
研修しました。

参加者の皆さんには、この研修の成果をご自身の日々の生活に生かす
とともに、地域の健康づくりリーダーとして のご活躍をお願いします。

【七尾会場の様子】

日 程 会 場 講 師 参加団体数・参加者数

【能登会場】

２月２７日（水）

七尾サンライフプラザ

多目的ホール〔共催：七尾市〕

畑中 裕美子氏

〔健康運動指導士〕
１４団体・５８人

【金沢会場】

３月８日（金）

いしかわ総合スポーツセンター

サブアリーナ

元橋 美津子氏

〔健康運動指導士〕
１９団体・８５人
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【金沢会場の様子】

【参加団体】

＜能登会場 １４団体 ５８人＞

あすなろう会、穴水町老人クラブ連合会、石川県食生活改善推進協議会、鹿島健康クラブ、グルー

プデイ上野ヶ丘ゆうゆうクラブ、志乎健康クラブ、珠洲市健民運動推進本部、徳田地区健康まちづ

くり推進連絡会、中能登町老人クラブ連合会、七尾市老人クラブ連合会、羽咋市老人クラブ連合会、

東湊健康まちづくり推進連絡会、余喜健康クラブ、矢田郷地区健康まちづくり推進連絡会

＜金沢会場 １９団体 ８５人＞

石川県食生活改善推進協議会、糸田町会寿サロン会、内浦健康クラブ、内灘町健康クラブ、金沢中

央健康クラブ、小松すこやか体操クラブ、珠洲市健民運動推進本部、高松健康クラブ、辰口健康ク

ラブ“スマイル”、津幡町健康クラブ、野々市椿健康クラブ、野々市若葉健康クラブ、能美市老人

クラブ連合会、白山市老人クラブ連合会、はまなす健康クラブ、美川グリーンスポーツクラブ 花

組、美川老人クラブ鶴亀会、割出町長寿会、美川グリーンスポーツクラブ 星組

毎月７日は「健康の日」です。

～ 歩くことが健康づくりの第一歩、リラックスした気分で歩きましょう ～
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◇ 健民運動活動紹介

１月３１日（木）、いしかわ総合スポーツセンターで２１人が出席（１１人が委任

状）して開催されました。平成３０年度事業経過報告、及び２０１９年度事業計画案

審議等が行われました。その他、県内の親善交流大会での合同チームのユニフォーム

については、統一されたものを求めず、柔軟に対応するとの方向でまとまりました。

３月１０日（日）、いしかわ子ども交流センターで開催され、はじめに石川県子ど

も会連合会表彰式が行われました。続いて平成３０年度の事業報告・決算（見込み）

報告、２０１９年度事業計画案・予算案審議が行われました。

その他として、健民運動推進本部から、冊子「広めよう！ふれあいの輪」の配付と

次年度の青少年ボランティア賞の推薦についての説明がありました。県少子化対策監

室からは青少年健全育成研修について、子ども交流センターからは春の子ども劇

場について説明がありました。

◇ ２０１９年度の主な主催行事 H３１．３．３１現在

○第 4８回ふるさとのツバメ総調査

５月１０日（金）～１６日（木）・県内全域

○石川県健民運動推進本部長表彰式・本部会

5 月１３日（月）・石川県行政庁舎１１０５会議室

○第２１回能登地区健康クラブ交歓大会

５月２２日（水）・内浦体育館（能登町）

○第５２回石川県健康クラブ普及育成研修会

６月１３日（木）・いしかわ総合スポーツセンター

○２０１９年度少年の主張石川県大会

８月３１日（土）・石川県青少年総合研修センター

○第４６回太陽と緑に親しむ健民祭

9 月１６日（月・祝）～１０月２０日（日）・西部緑地公園陸上競技場など

■総合開会式 ９月２３日（月・祝）

○第５２回石川県健康クラブ交歓大会

１０月１０日（木）・いしかわ総合スポーツセンター

○ふるさとづくり表彰式・花いっぱいのつどい

１１月１７日（日）・石川県行政庁舎 19 階展望ロビー

○青少年ボランティア賞表彰式

１１月１９日（火）・石川県行政庁舎会議室

平成３０年度石川県ゲートボール協会第３回理事会

平成３０年度石川県子ども会連合会第３回理事会 兼 安全共済会運営委員会
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石川県青少年育成アドバイザー協会

会長 宮崎 禮子

～子ども若者と共に～

子どもは、生まれながらに、自

ら健やかに成長しようとする、

「伸びる力」を持っている。誕生

した時から、日々自ら生きようと

する力を発揮して成長している

が、その成長のタイミングごとに

発達課題がある。その課題を乗り

越えるためには、その成長の時期・タイミングに合った、親や保護者、周囲の大人の理

解と適切な手助け（支援）が必要となる。それが「子どもが伸びるチャンスを活かす」

ことである。まさに「碎啄(そったく)同時(どうじ)」である。（「碎」は鳥の卵がかえる

とき、殻の中で雛がつつく音。「啄」は母鳥が、殻を外からつつき破ること。この双方

が同時にタイミングよく行われて、雛が誕生すること）

ちなみに、乳児期には「基礎的信頼感」を身につけることが課題と云われ、乳児が「安

心」した状態のなかで育つことがもっとも大切とされている。幼児期には「自立感」を

身に付けることとされており、この自立感は基礎的信頼感の上に培われていくものであ

る。乳児期に不安感を持って成長していくと、幼児期に自立感を獲得することは難しく

なる。このように、児童期・少年期・青年期にも発達課題があり、その都度、適切に乗

り越えていくことが大切である。

この、自ら伸びようとする成長

のタイミングが、「伸びるチャン

ス」であり、このチャンスを活か

して、発達課題を円滑に乗り越え

るために、親や保護者、周囲の大

人が適切に関わり合って、子ども

達の健やかな成長を手助けしていこうとするのが私達の活動である。

今後も、皆様と共に頑張りたいと願っています。

薫 風



10

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 （２・３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、スポーツ振興課、長寿社会課、障害保健福祉課、廃棄物

対策課、農業政策課、生産流通課、農業安全課、水産課、河川課、砂防課、計量検定所、学校指導課、

生涯学習課、監査事務局、石川県観光連盟、匿名の方 計２０件

ご協力ありがとうございました！

皆さんのチラシ、あいむのホームページで紹介しませんか?
NPO・ボランティア団体の皆さんは、イベント、会員募集のチラシ、会報などをあいむに送るだけで

あいむホームページに掲載できます。

※「ホームページ掲載希望」など一言そえてください。

↓ ～こんな感じで紹介します！～ ↓

あいむﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでチラシをお手軽にネット発信！！

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。

〇〇セミナー

1/1 12:00～
…………………

参加をお待ちしております。

縮小画像

（サムネイル）

〇〇セミナー

1/1 12:00～

会場 …
参加費 …

〇〇の会

※ダウンロード

※縮小画像をクリックすると

元の大きさの画像が開きます

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。

『あいむ』だより

あいむﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでチラシをお手軽にネット発信！！



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.j
kenmin_undou
Facebook @kenminundou

健民運動

発行：石川県健民運動推進本部

コード


