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石川県歩こう会連絡協議会

会長  出島 征一 
健康づくりは歩くことから  石川県歩こう会連絡協議会は石川県健

民運動推進本部の健康づくり推進委員会

の構成団体として活動しています。当会

の目的は『県民の一層の健康と体力づく

りを促進し、親睦・交流を深めること』

で、昭和３９年に県下の市町村の各町会

や公民館活動として歩こう会が定着し、

昭和４０年に第１回石川県歩こう会大

会を実施しました。以後、『加賀・能登縦

断ウォーク ～石川の大地を県民の足と
汗でつなぐ～』では、延べ５千人の参加

者を得ました。また、金沢城二の丸広場

から旧北国街道福井、滋賀、岐阜経由で、

名古屋市中川区荒子までのウォーキング

などもしました。

今年は、『第１１回美しい石川を歩く 
～杜と水と歴史のまち金沢 まちなか巡
り～』、第４７回太陽と緑に親しむ健民

祭・健民歩こう大会 ～いしかわ文化の
日ウォーク～」などの各大会を実施しま

した。

平成８年に石川県歩こう会連絡協議会

を設立（石川県健民運動推進本部の構成

団体に加盟）し、県内外をウォーキング

しています。現在、３００名の会員が在

籍しています。近年、定年延長に伴い、

会員数が減少しているのが現状ですが、

各歩こう会支部では月例会を実施して楽

しんでいます。健康の基本は「歩く」こ

とに尽きると思います。以前は、歩くこ

とは何かと「ケチ」と言われていました

が、今や歩くことは立派なスポーツで、

医学的にも証明されています。これからも持続可能な団体運営を目指していきたいと

思っています。

鼓 動
【美しい石川を歩く(R2.10.5)】

【上下とも 健民祭ウォーク(R2.10.18)】
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◇ 令和２年度健民運動推進本部長表彰式 １１月２日（月）、石川県庁において石川県健民運動推進本部長表彰式が行われま 

した。今年度は優秀実践活動表彰で６団体、個人２３名に本部長の谷本正憲知事から

表彰状と記念品が授与されました。  この表彰式は当初５月２６日に予定されていましたが、今年は新型コロナウイルス

の感染拡大防止に配慮し延期されていたものです。 

【谷本知事 労いの言葉】 【谷本知事と受賞者の皆さん】 ただいま、表彰を受けられた皆様方には、永年に 

わたり健民運動の普及発展のため、多大なご尽力を 

いただきました。皆様方のこれまでの取り組みに深 

く敬意を表しますとともに、心から感謝を申し上げ 

たいと思います。  健民運動は、昭和３９年に県独自の運動として発 

足以来、皆様方とともに、健康づくりやふるさとづ 

くり、子ども・若者活動を推進してきました。半世 

紀を超える長年の実践活動は、着実に県民生活の日常の中に浸透し、それぞれの

分野で大きく広がってきました。これもひとえに、本日受賞された皆様方のご活

躍の賜であると思います。  今年は、新型コロナウイルスの影響を受け、多くの団体でイベントの中止や延

期を余儀なくされています。しかし、こうした状況であるからこそ、創意工夫を

凝らして活動を継続し、魅力あふれる地域づくりを進めていくことが大切である

と思います。  これからも、皆様方の声をお聞きしながら、様々な活動を実践していきたいと

考えておりますので、引き続き、ご支援・ご協力を賜りたいと存じます。  皆様方の今後のご健勝と、さらなるご活躍を祈念申し上げ、挨拶とさせていた

だきます。 
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【受賞者代表謝辞 中川一男さん（石川県民謡協会）】  受賞者を代表して、一言お礼のことばを述べ 

させていただきます。  ただ今、本部長の谷本知事様から、栄えある 

優秀実践活動表彰をいただき、さらに、過分の 

お言葉をいただきまして、感激でいっぱいであ 

ります。  私たちは、健民運動の精神に共感し、健康づ 

くり、ふるさとづくり、子ども・若者活動の３つの分野で、仲間たちと力を合わ

せて、活動を続けてまいりました。美しい郷土づくりと、県民一人ひとりが健や

かで生きがいを持てる豊かな暮らしの実現のため、健民運動の活動に参画し、微

力ではございますが、その発展に貢献できたことを、とても幸せに思っておりま

す。  今回の受賞を励みとして、健民運動の更なる発展に尽力してまいるべく、今、

決意を新たにしているところでございます。  これからも、それぞれの活動分野で、これまで以上に仲間と力を合わせて、一

歩ずつ着実に努力を積み重ね、一層精進してまいる所存でございます。  谷本知事様をはじめ、お集まりの皆様に、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を

賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、お礼のことばとさ

せていただきます。 

【受賞者の皆さん】
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優 秀 実 践 活 動 表 彰 （ 団 体 ）
中能登町歩くｍｙ

会

（中能登町）

（石川県歩こう会連絡協議会推薦） 平成１６年の設立以来、毎

週日曜日のサンデーウォークや他団体と交流ウォーク、県外での

ツーデーウォークなどを通して、健康づくりや仲間づくり、地域

の活性化に貢献しており、その功績は大である。

内灘町健康クラブ

（内灘町）

（石川県健康クラブ協議会推薦） 昭和５２年の設立以来、毎週

１回、健康体操や脳トレ、筋トレやダンスなどを楽しみ、県協議

会の主催行事にも積極的に取り組むなど、地域の健康づくりや仲

間づくりに貢献しており、その功績は大である。

小松市グラウンド

・ゴルフ協会

（小松市）

（石川県グラウンド・ゴルフ協会推薦） 平成３年の加盟以来、

初心者向けの講習会や高齢者が参加しやすい市民対象の大会等を

開催して競技の普及・拡大に努め、地域の健康づくりや仲間づく

りに貢献しており、その功績は大である。

石川県食生活改善

推進協議会

（金沢市）

（石川県食生活改善推進協議会推薦） 昭和４６年の設立以来、

地域の食生活改善活動に取り組み、平成２６年の当本部加盟後は、

県開発の「いしかわヘルシー＆デリシャスメニュー」の普及等を

通して県民の健康づくりに貢献しており、その功績は大である。

いしかわ邦楽児童

合奏団

（金沢市）

（石川県音楽文化協会推薦） 平成１３年の設立以来、地元の邦

楽児童合奏の先駆団体として児童合奏界の中心となり、多くの公

演等を通して本県の邦楽児童合奏の普及・発展と芸術文化の振興

に貢献しており、その功績は大である。

芳斎地域組織活動

育成クラブ

（金沢市）

（みらい子育てネット石川県地域活動連絡協議会推薦） 昭和５２

年の設立以来、芳斎児童館を拠点に世代間交流を積極的に取り入

れた行事の企画・実施を通して、子どもたちの好ましい人間関係

づくりや地域の絆づくりに貢献しており、その功績は大である。

優 秀 実 践 活 動 表 彰 （ 個 人 ）

中嶋 佳奈恵 （石川県レクリエーション協会推薦） 平成１１年に能美市及び県協会

に入会し、地域の健康づくりに尽力してきた。平成２３年に両協会の理

事に就任し、平成２６年から市協会の副会長としてレクリエーションの

普及と健康づくりに貢献しており、その功績は大である。

佐野 弘明 （石川県オリエンテーリング協会推薦） 平成２１年に県協会に入会し、

平成２６年から県協会理事及び小松市協会理事長を務めている。初心者

向けの新しい競技手法を取り入れて普及拡大を図るなど、オリエンテー

リングの普及と健康づくりに貢献しており、その功績は大である。

小林 克嘉 （石川県青年団協議会推薦） 平成１８年に志賀町協議会に入会し、平

成２０年から県協議会会長等の役員を務めている。県協議会事業の青年

活性化ファンド設立に尽力するなど、県内の青年活動の活性化に貢献し

ており、その功績は大である。

山尾 博信 （石川県走ろう会連絡協議会推薦） 平成１８年に加賀走ろう会に入会

し、平成２６年から同会会長を務めている。市民マラソン愛好家が集う

「新春三社詣走り初めマラソン」を開催するなど、ランニングを通して

地域の健康づくりに貢献しており、その功績は大である。

小紙 妙子 （石川県走ろう会連絡協議会推薦） 昭和６０年に金沢中央走ろう会に入

会し、市民ランナーとしてジョギングの普及に尽力してきた。平成１８

年から同会トレーナーとして定例会等でジョギングの指導を行うなど、

地域の健康づくりに貢献しており、その功績は大である。
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一花 輝美 （石川県健康クラブ協議会推薦） 平成１２年に高松健康クラブに入会

し、平成１９年から同クラブ会長としてクラブの牽引に尽力してきた。

平成２６年に県協議会理事に就任し、県民の健康づくりや生きがいづく

りに貢献しており、その功績は大である。

萬亀 弦治 （石川県グラウンド・ゴルフ協会推薦） 平成１０年に輪島市協会に入

会し、平成３０年から同協会会長を務めている。平成２２年から県協会

役員に就任し、現在、理事長として後進の指導に努めるなど、県民の健

康づくりや仲間づくりに貢献しており、その功績は大である。

山越 眞一 （石川県グラウンド・ゴルフ協会推薦） 平成５年に宇ノ気町協会に入

会し、競技の普及に尽力してきた。平成２５年から県協会の事務局長に

就任し、県協会主催の各種大会や健民祭行事の企画・運営を通して県民

の健康づくりや仲間づくりに貢献しており、その功績は大である。

谷口 文枝 （石川県リズムダンス協会推薦） 平成１２年に同協会に入会し、高齢

者のためのリズムダンス指導等に尽力してきた。平成２０年に県協会理

事に就任し、主催行事や海外公演などを通して地域社会の健康づくりや

生きがいづくりに貢献しており、その功績は大である。

南  進 （石川県老人クラブ連合会推薦） 平成８年に志賀町連合会に入会し、

同２２年から８年間、同会会長を務めた。平成２３年に県連合会の「健

康づくり指導員」に就任し、老人クラブ対象の健康づくりセミナーの講

師として健康体力づくりに貢献しており、その功績は大である。

猿谷 朗子 （石川県音楽文化協会推薦） 平成２３年にハーモニカアンサンブル・

あみを結成し、その代表として金沢市協会の理事に就任した。市民音楽

祭等に出演する他、ミニコンサートを開催するなど、本県の地域音楽文

化の振興と発展に貢献しており、その功績は大である。

大杉 晶子 （石川県音楽文化協会推薦） 平成元年の県三曲協会設立時に入会し、

平成１９年に故島田雅楽英社中の代表として県音楽文化協会及び県三曲

協会の理事に就任した。生田流正派邦楽会大師範として本県の地域音楽

文化の振興と発展に貢献しており、その功績は大である。

金谷 利勝 （石川郷土史学会推薦） 昭和５７年の同学会入会以来、会誌への発表

を通して郷土の歴史的資料を紹介してきた。平成２２年から会誌担当幹

事として郷土史研究の一層の普及に努めるなど、地域の歴史文化の発展

に貢献しており、その功績は大である。

道 勝美 （石川県読書会連絡協議会推薦） 昭和４１年に根上町婦人会読書グルー

プに入会し、平成元年に読書グループ「青い壺」を結成した。平成１７

年から能美市読書会連絡協議会の会長、平成２３年から参与として読書

会活動の発展に貢献しており、その功績は大である。

中川 一男 （石川県民謡協会推薦） 昭和４２年に鶴来民謡保存会に入会し、同６３

年に同会会長に就任した。平成２年の加賀民謡協会の発足に尽力し、平

成１０年から県協会理事を務めるなど、長年にわたり県民謡界の普及と

活性化に貢献しており、その功績は大である。

加登 流晴 （石川県いけばな連盟推薦） 平成１６年に石川県いけばな協会の理事

に就任し、現在は監事として同協会の運営と後進の指導に努めている。

草月会師範理事として伝統文化いけばな芸術の継承と発展、国際文化交

流に貢献しており、その功績は大である。
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西永 絋幽 （石川県いけばな連盟推薦） 平成２３年に石川県華道連盟の理事に就

任し、現在は渉外副部長として同連盟の運営と後進の指導に努めている。

草月会いけばな指導者として伝統文化いけばな芸術の継承と発展、国際

文化交流に貢献しており、その功績は大である。

瀧谷 芳江 （石川県創作紙工芸研究会推薦） 平成２年に同研究会に入会し、児童

館や高砂大学校等で幅広い世代の人たちに折り紙や紙細工を指導してき

た。折り紙の楽しさを広める活動を通して創作紙工芸の普及と地域の絆

づくりに貢献しており、その功績は大である。

加藤 光久 （石川県海外青年交流協議会推薦） 平成２年に同協議会に入会し、平

成２１年から副理事長等の役員として同協議会の運営に尽力してきた。

海外からの留学生に対する支援活動や青年の海外派遣を通して県内の国

際交流に貢献しており、その功績は大である。

（石川県青少年育成推進指導員連絡会推薦） 長年にわたり、ＢＢＳ活

動や青少年アドバイザーとして青少年の支援活動に取り組んできた。平

成１７年から同連絡会指導員として各種行事に積極的に参加し、地域の

青少年健全育成に貢献しており、その功績は大である。

石島 紀代美 （石川県青少年育成推進指導員連絡会推薦） 長年にわたり、野々市市

の少年育成指導員や放課後子ども教室の運営ボランティアとして子ども

たちの安全・安心確保に取り組んできた。平成１７年から同連絡会指導

員として地域の青少年健全育成に貢献しており、その功績は大である。

杉本 さなみ （みらい子育てネット石川県地域活動連絡協議会推薦） 平成１９年に

小立野地域組織活動育成クラブに入会し、平成２３年から８年間、同ク

ラブ副会長を務めた。平成２６年から県協議会の理事、監事として三世

代交流を取り入れた地域づくりに貢献しており、その功績は大である。

蘆原 洋子 （明るい社会づくり運動いしかわ推薦） 平成元年に金沢ブロック協議

会に入会した。古流家元廣岡家師範代として地域の小学校を生け花で飾

り、児童の「体験お花教室」では講師を務めるなど、生け花を通して地

域の明るい社会づくり運動に貢献しており、その功績は大である。

◇健民簡易グラウンドの利用予約について 令和３年度の健民簡易グラウンド（大桑、まめだ、湊）の利用について、大規

模大会等開催の場合に限る年間予約の申込みを受け付けております。  詳しくは、石川県健民運動推進本部事務局までお問い合わせください。   ○申込期限  令和３年１月１２日（火）期日厳守   ○問合せ先  石川県健民運動推進本部 ＴＥＬ ０７６-２２５-１３６６  申し込み用紙等は健民運動推進本部ホームページからダウンロードできます。   ・年間予約要領（ＰＤＦ）    ・申し込み用紙（ＷＯＲＤ） 

健民運動 

QRコード 
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◇令和２年度青少年ボランティア賞表彰式 １１月１９日（木）に県庁行政庁舎特別会議室で、令和２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８団体と１個人が受賞され、当日は本部長の谷

本正憲知事が表彰状を授与しました。 表彰された団体・個人の活動内容は、環境美化活動や地域の活性化、子育て応援活
動、福祉施設への慰問活動、科学教室や子ども会活動を通した教育文化活動や健全育成

など、地域や学校において他の模範となる素晴らしい活動でした。 表彰式では谷本知事から受賞団体・個人へ、感謝と敬意の言葉と共に、それぞれの分
野で、それぞれの持ち味を生かして、自分のできるボランティア活動をこれからも継続

していってほしいとの励ましの言葉が贈られました。また、受賞者を代表して、金沢市

立泉野小学校金管クラブの児童がお礼の言葉と今後の抱負を述べました。 平成７年度から始まったこの賞では、今回までに延べ２１２団体、５１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。

【谷本知事の挨拶】

【受賞者の皆さん】
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【受賞関係者、本部長、選考委員の皆さん】

【受賞者代表の言葉】 
☆金沢市立泉野小学校 金管クラブ ６年 山下 瑞稀さん                     徳田 奈々さん 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。

谷本知事様からおほめの言葉をかけてい

ただき、とてもうれしく思っています。

受賞者を代表して、お礼申し上げます。 私たち泉野小学校金管クラブは、曲に
合わせて色々なフォーメーションを作り

ながら演奏するドリル演奏のクラブです。

私たちは、この練習の成果を地域のイベ

ントなどで発表させていただく機会を通して、社会を明るくし、地域の方々に喜ん

でいただきたいと思って活動してきました。 例年５月に開催される泉野小学校下の城南パレードでは、「太鼓・みこし行列」
に参加して行列を先導し、６月の百万石まつりでは音楽パレードの一員として行列

を盛り上げました。また、１０月には、障害をもった方々への支援などを呼びかけ

る「パイロットウォーク」に参加し、障害を持つ人も、持たない人も一緒に市内を

パレードして、この活動を応援しています。 今年は新型コロナウイルスの影響で、学校が長い間休みになっていたため、友だ
ちと一緒に勉強したり、遊んだり、ドリル演奏の練習をしたりすることができなか

ったので、とてもさみしい思いでした。今は、演奏の練習も少しずつできるように

なり、再び地域のイベントなどで皆さんに喜んでいただける日を楽しみに活動を続

けています。 私たちも、今日、表彰を受けた中学生や高校生、大学生や社会人の先輩方のよう
な活動ができるよう一生懸命勉強し、これからも地域を明るく元気にしていきたい

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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【受賞された団体・個人の活動】 

○金沢市立泉野小学校 金管クラブ（金沢市） 
毎年、マーチングの演奏・演技で校下の

城南パレードに参加して子ども会の太鼓・

神輿行列を先導し、また、百万石行列・音

楽パレードに小学校連合音楽隊の一員と

して参加するなど、多くの地域イベントを

盛り上げてきている。また、障害を持つ方

々への支援等を呼びかけるため、障害を持

つ人たちと一緒に街中を行進するパイロ

ットウォーク（金沢パイロットクラブ主

催）に参加するなど、地域の活性化や福祉

に貢献している。

○小松市立安宅中学校 安中地域活性化倶楽部（小松市） 
平成３０年に安宅旧市街とその周

辺が、『荒波を越えた男たちの夢が紡

いだ異空間 北前船寄港地・船主集

落の物語』として日本遺産として認

定されたのを機に、安宅の魅力を多

くの人に知ってもらうためスタートし

た。町内会等の地域組織と連携しな

がら観光ボランティアや伝統行事の

応援活動に取り組むなど、自ら学び、

発信することで地域の活性化や伝統

文化の継承等に貢献している。 

○石川県立金沢二水高等学校 生徒会（金沢市） 
 平成５年度より始まった生徒会中心

のボランティア活動を母体として、平成

７年度より全校生徒が遠足に併せて清

掃・美化活動を行う二水ＡＣＴ(アクト)

が始まった。さらに、平成１０年度より

生徒の自発性を重視した個人や部活動

単位で興味や強みに応じて参加する二

水ＬＩＶＥ（ライブ）に取り組むなど、

総合的なボランティア体制で、福祉や地

域の活性化など幅広い分野に貢献して

いる。

【百万石行列・音楽パレード】 
【慰問演奏会】

【本番前の打ち合わせ風景】
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○石川県立金沢北陵高等学校 北陵プロジェクト同好会（金沢市）  主な活動地域の東原町は、富山県境近
くの中山間地に位置している。本校とは

４年前の課外活動を通して、生徒たちが

地域の方々から様々なことを教えてい

ただいたことが縁で、生徒が東原町の朝

市や花見会、美化活動等に参加し、レジ

打ちや会場設営、草刈りなどを手伝って

いる。また、周辺地域の子どもたちが参

加する自然体験活動では、ＮＰＯ団体と

連携して参加者をサポートするなど、地

域の活性化や環境美化に貢献している。

○石川県立穴水高等学校 書道ガールズ（穴水町）
書道ガールズは、本校の「書道」の授業

選択者を中心とした有志により構成され

るボランティアグループである。地元の

「長谷部祭り」や「穴水まいもん祭り」な

どの地域イベントへの参加や社会福祉施

設を慰問し、ダンスを織り交ぜながら書道

パフォーマンスを披露している。書道を活

かした表現活動を通して、地域を元気にす

る文字やメッセージを考え、書きあげるこ

とで、地域の絆づくりや活性化に貢献して

いる。

○ボランティア探検隊 飛鳥（野々市市）
飛鳥は、ボランティア活動や地域交流

を通じて社会体験を深め、子どもたちの

感性や社会性を養うことを目的として昭

和６０年に発足した、野々市市教育委員

会が育成する青少年ボランティア団体で

ある。市内公共施設や高齢者介護施設に

出向いて、イベントの手伝いや幅広い年

齢層の人々との交流活動に取り組んでい

る。また、街頭での赤い羽根募金活動や

高齢者宅に贈るミニ門松づくりの手伝い

など、地域づくりや福祉、教育に貢献し

ている。 【長谷部祭りでのパフォーマンス】 
【北国街道野々市の市】 

【朝市でのレジのお手伝い風景】 
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○金沢大学 サイエンス・ラボ（金沢市） サイエンス・ラボは、科学教材の開発と
実践を通して、子供達に「数学や理科の面

白さ」を伝え、自然や科学に興味を持って

もらうことを目的として活動している。主

催行事の他、金沢子ども科学財団が主催す

る「おもしろ実験・観察教室」や「中学校

サイエンスクラブ」など、要請に応じて各

地で科学教室や実験教室を開催している。

学校の授業とは異なる視点からも積極的

に教材を工夫・開発するなど、理科教育の

普及に貢献している。

○石川県立看護大学 子育て応援隊ひよっこ（かほく市） 子育て応援隊ひよっこは、子どもとそ
の保護者への子育て支援を通して、学生

たち自身も人として一緒に成長したいと

いう思いから、平成２９年５月に活動を

開始した。市の担当課と緊密な連携を取

りながら学生が主体となって取り組める

託児ボランティアの他、市主催の親子イ

ベント「ＰＡＰＡＴＯフェスティバル」な

どの運営ボランティア等を行っている。

また、読み聞かせの勉強会等で活動内容

の充実を図りながら、地域の子育て支援

に貢献している。

○森  俊介（金沢市子ども会連合会シニア委員会 金沢市）
シニア委員として、金沢市子ども会

連合会の毎月一回の定例会をはじめ、

「子ども提灯太鼓行列」や「子ども会

大会」などの行事や、金沢市内の各地

域行事への派遣活動などに取り組んで

いる。また、シニア委員会の副委員長

や会計としてメンバーの中心的役割を

果たし、中高生のジュニアリーダーの

育成にも努めるなど、活躍する姿は子

どもたちや他のシニア委員の模範とな

っており、青少年の健全育成、地域づ

くりに貢献している。

【子ども科学スタジオでの糸電話づくり】

【託児ボランティア風景】 
【東海北陸ジュニアリーダー研修大会風景】 
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◇ 令和２年度健民運動ふるさとづくり表彰式 １１月１５日（日）、県庁行政庁舎１９階展望ロビーにて午前１１時から「『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

の人たちが訪れ、１１月１１日から展示されている川柳コンクールと花いっぱいコン

クールの受賞作品やその他の展示物の前で足を止め、作品に見入っていました。 

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、家族をテーマとし

た川柳作品を募集したもので

す。今回は１，７２７人から

応募があり、選考委員会を経

て小学生の部、中学生の部、

一般の部から各入賞作品が決

定しました。表彰式の終わり

には、赤池加久審査委員長か

ら講評をいただき、閉式となりました。 

【家庭の日 川柳コンクール入賞者の皆さん】
【表彰式の風景】  表彰状は事務局長の青木美紀県民交流課
長から授与されました。 
写真左：中学生の部、最優秀賞の居田朋奈

さん（志賀中学校３年） 
写真左下：中学生の部、優秀賞の赤坂和哉

さん（志賀中学校３年）と中川未来さん

（板津中学校２年）

写真右下：小学生の部、優秀賞の繁野心音

さん（山代小学校２年）と大勝遥斗さん

（苗代小学校６年） 
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◇ 第５６回花いっぱいコンクール表彰式及び
花いっぱいのつどい １１月１５日（日）午後１時から県庁行政庁舎１９階展望ロビーで、令和２年度花

いっぱいのつどいが開催され、第５６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

施されており、今年で５６回目になります。応募のあった４５件の花壇について、現

地審査と総合審査を行った結果、次の２０の花壇が表彰されました。 

【最優秀賞の花壇】

部 門 賞 氏 名・団 体 名 所在地 

個人の部Ａ 

優秀賞 

奨励賞 

〃 

林 紀子 

建部治美 

太田一明・太田澄枝 

白山市 

白山市 

白山市 

幼少年の部Ｂ 

奨励賞 

〃 

〃 

ななおあいじこども園 

くらやま保育園 

はくさんひかり園 

七尾市 

白山市 

白山市 

小学校の部Ｃ 

優秀賞 

奨励賞 

〃 

白山市立白嶺小中学校 

白山市立明光小学校 

白山市立広陽小学校 

白山市 

白山市 

白山市 

中学校の部Ｄ 

優秀賞 

奨励賞 

〃 

野々市市立布水中学校 

金沢市立小将町中学校 

白山市立鳥越中学校 

野々市市 

金沢市 

白山市 

高等学校の部Ｅ 優秀賞 石川県立鶴来高等学校 白山市 

一般の部Ｆ 

（50坪以上：165㎡以上）

最優秀賞

奨励賞 

花の会・つるぎ 

千路老人クラブ 

白山市 

羽咋市 

一般の部Ｇ 

（10坪以上50坪未満：

33㎡以上165㎡未満）

優秀賞 

奨励賞 

〃 

野々市市教育センター 

西軽海1丁目町内会 

「花の会・つるぎ」林地区 

野々市市 

小松市 

白山市 

一般の部Ｈ 

（10坪未満：33㎡未満）

優秀賞

奨励賞 

フローラル沖町 

金平町老人会花びらの会 

小松市 

小松市 

【一般の部Ｆ 花の会・つるぎ】
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【優秀賞の花壇】

【審査講評】

【個人の部Ａ 林紀子】 【小学校の部Ｃ 白嶺小中学校】 

【中学校の部Ｄ 布水中学校】 【高等学校の部Ｅ 鶴来高等学校】 

【一般の部Ｇ 野々市市教育センター】 【一般の部Ｈ フローラル沖町】 

審査委員長(石川花の会会長) 土屋照二さん 

　花いっぱいコンクールは今年で56回となり 

ました。「花いっぱい」にご理解のある皆様方

が、継続して活動と参加をされてきたことに 

深く感謝いたします。  毎年のように長雨、酷暑の厳しさを伝えて 

きましたが、今年は格別に栽培環境が悪く、 

花づくりに限らず農作物にまで悪影響を及ぼ 
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【体験発表】（要旨） 
すほどでした。さらに新型コロナの影響を受け花づくりの開始が遅れたり、人手

が得られなかったところも多くあったと聞いております。加えて台風によるフェ

ーン現象もあり非常に厳しい環境でした。そんな状況下で、今年も美しく花いっ

ぱいにされたところ、継続して参加されたところ、新規に参加されたところも大

変な努力をされたことと推察しております。「花いっぱい」の活動は継続される

ことが重要です。今後の参加をお願いいたします。  応募総数は昨年より5件少ない45件でした。9月15～24日のうち3日間で石川花

の会理事7人が3人１組で現地審査を、10月16日に審査員7人の出席で最終審査を

行いました。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」が適切であるかについて評価いたしました。 

１）「個人の部」には5件の応募がありました。それぞれが個性的で、多くの種

類で花いっぱいになりました。負担が個人にかかりますが、花好きな人が楽し

みながら育てられているのが伺えました。 

２）「幼少年の部」は6件の応募でした。花が園内で美しく咲き、和まれる環境

ができました。お子さんの喜ぶ花づくりになりました。 

３）「小学校の部」は8件の応募でした。ほとんどの学校で全体的に美しく楽し

いものになりました。 

４）「中学校の部」には6件の応募がありました。規模が大きく、活き活きと美

しい花が咲き誇り、迫力ある花壇が多くあり、地域の人々を楽しませてことが

伺われました。 

５）「高等学校の部」は1件の応募でした。今年も大変頑張られて美しい花園を

作り上げました。今後も継続して参加されることを願っています。 

に取り組まれて地域に安らぎを与えていることに敬意を表します。

６）「一般の部」では19件の応募があり、種々の団体が献身的に「花いっぱい」

一般の部Ｈ フローラル沖町  岡嶋徳子さん 清沢美登里さん 

【私と花との出会い】 

・木場潟フローラの会の代表、合場加代子

さんとの出会い 

・２０１５年に全国植樹祭が木場潟で開 

催となり、小松市が【花】に力を入れる 

ことになった。

おわりに、このコンクールは、「人びとの花への愛情が健康に育ち、明るい

れることを願うものであります。

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。賞がゴールではな

く、皆さまが協力し合って、自らの手で世話した美しい花たちを継続して作ら
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・２０１３年に花壇の会員を募り、２０１４年３月にフローラルこまつに登録を

して活動を開始した。 

・活動場所は、旧国道沖町交差点わきの区画と沖町土地区画整備組合が作った沖

町１号公園の二カ所で、交差点わきの区画は石川県南加賀土木総合事務所から花

壇の許可を受けている。 

・花の管理には土作り、肥料、水やり、花柄つみ、切り戻しの作業がある。 

【土作り】 

・朝、７～８人が１時間程度の作業で土作り（次の季節のために花を抜き取り、

綺麗なものはプランターに移し、堆肥、腐葉土を入れ耕耘機で耕す。さらに、イ

ルミネーションを設置） 

【水やりと人集め】 

・水やりは、２カ所の花壇でそれぞれ都合のよい場所、曜日をメンバーから聴い

て当番表を作成し、配付。最近はラインに添付！花壇の後ろにある金沢丸善（ガ

ソリンスタンド）さんの従業員の方にも１日当番に入ってもらい、さらに水やり

の水の提供もしてもらっている。 

・人集めの方法は、近所の玄関さきにプランターの置いてある家の扉をノックし

て声をかけると、結構いい確率でＯＫをいただける。お陰様で７年間続けられて

いる。 

【切り戻し】 

・花をもりもりに育てる為には切り戻しが欠かせない。 

・切り戻し時期は、審査の４５日前までに行わないと花の回復が間に合わない。 

・時々、詳しい方にお願いして切り戻し講習会を開催してレベルアップを図る。

・もりもり咲いた花を切るには勇気がいるが、花たちがもっと大きく元気になる

為だと思い短くカットしている。 

【その他】 

・花の横には名前札を付けている。特に、沖町交 

差点は中学生が信号待ちをする場所なので、少し 

でも見て欲しいという願いも込めて付けている。 

・交差点わきに灯りがあるといいなと思い、イル 

ミネーションをつけている。今年は医療従事者応 

援カラーのブルーのイルミネーションを取付けた。 

また、イルミネーションには、七夕のようにそれ 

ぞれ皆さんに思いを書いてもらい、ラミネートし 

た短冊を付けた。内容は、オリンピック応援メッ 

セ－ジ、コロナ撃退メッセージ、小松市が応援す 

る８カ国＋日本の国旗などがあった。 

【もう一つの花壇 リユースの丘】 

・私達が作っているもう一つの花壇は沖町１号公 

園で、「リユースの丘」と呼んでいる。 

・公園の中に植えてある木々が枯れてきているの 

で、ここに沖町交差点で抜き取った宿根草や球根を植えている。 

・また、公園の隅には堆肥枠を設置して、抜き取った花などを入れおき、堆肥と

して活用している。 

【2018年のイルミネーション】

【リユースの丘】 
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◇令和２年度絵本センターのつどい

 令和２年度の絵本センターのつどいは、１０月２６日（月）、県地場産業振興セン

ターで講演会を開催し、保育従事者や石川子ども文庫連絡会会員等が会場に集まりま

した。今回は新型コロナウイルスの感染防止対策として、会場への参加人数を８０人

程度に制限する一方、当日の講演を録画した動画を後日 YouTubeにアップし、事前

に申し込んだリモート参加者（１２４人）に配信しました。 

○講演会

「ヒトは人に育てられて人になる」

講師 藤田 浩子さん
【プロフィール】 

幼児教育家として、全国各地でわらべうた遊びを伝える活動や、子育て講演

会を行っている。短大・専門学校の幼児教育科講師。  講演会は、藤田さんの小道具を使った楽しい自己紹介から始まり、新聞紙や紙
と鉛筆でつくる小道具や絵描き歌などが次々と紹介される中で、参加者は藤田さ

んの世界に入っていきました。 「ホワイトボードに動物が眠っている絵を描き、その目を丸く塗りつぶして『起
きました』と言うだけで、２，３歳の子どもたちはとても喜びます」など、子ど

もたちの目を輝かせ、引き付けるためのポイントも紹介されました。 また、小道具を使った子供たちとの関わり方の話の合間には、子どもの言葉の
獲得についての話もありました。保護者の中には、「子どもをテレビの前に座ら

せておけば、子どもは自然と言葉を覚えるだろう」と思っている親もおり、実際

にいくつかの言葉を覚えることはあるかもしれません。しかし、子どもたちが生

きた言葉を身につけていくためには、親との関わりの中で信頼関係が育まれ、そ

の積み重ねの上で言葉を覚えていくことが大切であると力説されました。

９０分間の講演会中、一度も椅子に腰を下ろされることもなく、優しい語り掛

けの中にも幼児教育に対する熱い思いが溢れたエネルギッシュな講演会でした。

参加者からは、「とても引き込まれて、感動しました」、「保育の現場ですぐ

に使ってみます」、「機械からではなく、人間から人間の温かい言葉やふれあい

の時間の大切さを教えていただきました。素敵な講演会でした」との声が聞かれ

ました。また、リモート参加者からのアンケートでは、「寝ている動物に目を入

れるだけで、動物が起きる話を園の同僚にしたところ、『実際にやってみたら、

子どもたちの目が釘付けになった』」という感想を頂戴しました。
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令和２年度の贈呈絵本

「藤田浩子の紙とえんぴつでおはなし」

編者／藤田浩子  絵／保坂あけみ
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、今年度

も１３０冊の絵本を贈呈させていただき

ました。贈呈絵本の累計は、約８万冊とな

っております。

○絵本ホームライブラリー運動 石川県健民運動推進本部が昭和５０年度から、「幼い時から書物に親しみ、豊かな心を育て、
親子の対話の場を広げる」ために推進した運動です。

○絵本センター 絵本ホームライブラリー運動の推進のため、昭和５１年度から、保育所（園）、幼稚園、認
定こども園、児童館、地域子ども文庫など約千箇所にそれぞれ約５０冊の絵本を贈呈し、保護

者等が絵本を借りて家に持ち帰ることが出来る「文庫」を玄関や廊下に設置してもらいました。 この文庫を設置した施設を「絵本センター」と呼び、地域の核となって「絵本ホームライブ
ラリー運動」の推進に尽力していただくことといたしました。  平成６年度には、県内全ての保育所（園）、幼稚園、児童館等が「絵本センター」になりま
した。 【小道具の実践的な使い方のコツなどを伝える講師の藤田浩子さん】 
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◇子どもの夢実現サポート事業
〇休耕田に花を咲かせて棚田を復活

〇リモートかるた大会

日時：令和２年１０月１８日（日）   場所：大笹波水田（志賀町） 
実行委員会名：休耕田再生プロジェクト（志賀町） 
「夢」 大笹波水田の休耕田に花を咲かせて棚田を復活させたい。 
日時：令和２年１１月２１日（土） 場所：金沢市立浅野町児童館 
実行委員会名：おいしいよ農園実行委員会（金沢市） 
「夢」 ４年間の「おいしいよ農園」での体験をもとに子供たちがカルタを
作成したので、地域の方にカルタを通じて子供の元気を発信したい。



21

      公 益 社 団 法 人 日 本 青 年 会 議 所 

北陸信越地区石川ブロック協議会  

会長  押野  了享  

2020 年度当協議会の活動紹介  

公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区石川ブロック協議会は、年度
切り替えが 1月 1日であります。また、当協議会は石川県内の青年会議所か
らの出向者において運営をされています。
石川県内には、能登から加賀まで９つの青
年会議所が存在し、「明るい豊かな社会」
の実現を目指し各地域において活動を展
開しています。そして、我々の使命は「青
年が積極的な変革を想像し開拓するため
に、能動的に活動できる機会を提供する」
ことであり、青年が未来を切り開くことが
できる土台作りであります。  

 新年初旬から世界中において新型コロ
ナウイルス感染症が蔓延し、日本、石川県
においても新型コロナウイルス感染症が
今なお猛威を振るっているのが現状です。
そんなコロナ禍の今年度は、当初考えてい
た当協議会の活動の大部分が制限されて
しまいました。しかし、このような状況だ
からこそ地域の課題を見極め、行動を起こ
す必要がありました。街からはマスクや消
毒液が姿を消し、インターネット上では品
物はあるが価格が高騰し、「手に入らない」
「価格が高くて手が出せない」など様々な
所から声が聞かれました。そこで当協議会
では医療崩壊を防ぐために第一弾として、
石川県医師会へ160ℓ、また、第二弾として
石川県内９つの各医師会へ220ℓ、合計380ℓの消毒液を寄贈させていただき
ました。  

春には熊本県南部豪雨災害が発生
し、仲間である熊本ブロック協議会
より救援物資の依頼がありました。
当協議会では、支援物資の協賛依頼
をさせていただき、共感頂きました
企業様や会員からの支援物資を集積
し仕分けの上、現地へお送りいたしま
した。多くの皆様から温かい協賛を
頂き誠にありがとうございました。  

本年度、地域の魅力発信事業とし
て石川の魅力と知識を一緒に体験できるツールを開発致しました。その名
も「石川パルタ」です。石川県の形のパズルですが、遊び方がパズルでは
ありますが、パズルだけではなく積み木やかるたとしても遊べるツールで
す。かるたでは、その地域の特産品や見どころといったものが読み札とな
り、遊びながら地域の魅力や特性に触れる事ができ、石川県の魅力と郷土
愛を育めるとても素晴らしい逸品です。残念ながらコロナ禍の影響で一般
販売はまだできておりませんが、ご興味がある方は当協議会までご連絡い
ただければ幸いです。  

薫 風 

【 JCI 加賀の菅本理事長から加  

賀市医師会へ消毒液の寄贈】

【熊本へ送る救援物資の仕分け  

をする石川ブロック協議会  

メンバー】  

【石川パルタで学ぶ親子】
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  石石川川県県ＮＮＰＰＯＯ活活動動支支援援セセンンタターー（（ああいいむむ））   
〒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 

httpｓ://www.ishikawa-npo.jp 

会会議議・・打打合合せせ等等にに「「ああいいむむ」」ををごご利利用用くくだだささいい！！（（会会議議室室使使用用料料無無料料））  

・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 

《９９：：００００～～２２２２：：００００（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の場合は、駐車料金を助成しています。 

     収集物 （１２月分） ＜使用済み切手など＞  

金沢市小坂公民館、石川県（地域振興課、空港企画課、障害保健福祉課、河川課、砂防課、金沢

城・兼六園管理事務所、生涯学習課、監査委員事務局）匿名の方 計１０件  

ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた！！ 

『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。

○○輪輪転転機機  ○○丁丁合合機機  ○○紙紙折折りり機機  ○○裁裁断断機機  ○○紙紙そそろろええ機機  

○○大大型型ホホッッチチキキスス  ・・  パパンンチチ  ・・  ココピピーー機機  ・・  パパソソココンン    

・・  ププリリンンタタ  eettcc..  

作作業業にに便便利利なな設設備備がが揃揃っってていいまますす！！  

  

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、切手収集家等に換金してもらい、日

本キリスト教海外医療協力会などを通じ、海外の医療従事者への学資援助や国内の盲老人の福祉などに役

立てていただいております。ぜひお寄せください。 

会会議議・・ミミーーテティィンンググ等等ににどどううぞぞ

チチララシシやや資資料料をを印印刷刷すするるななららああいいむむのの『『作作業業室室』』でで！！ 
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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

kenmin-i＠pref.ishikawa.lg.jp

〒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_undou 

Facebook @kenminundou 

健民運動 

QRコード 


