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石川県リズムダンス協会

会 長  太田 章子   
リズムダンスで健康に 石川県リズムダンス協会は、生涯学習の一環としてのリズムダンスの普及を通して、

世代を超えた交流の機会をつくり、老若男女を問わずに健康で明るく、生き甲斐に満

ちた生活を自ら設計し、住みよい地域づくりを目指すことを目的に、平成１４年６月

に設立されました。今年で１８年目を迎えます。現在の会員数は６００名、県リズム

ダンス協会公認指導者は２３名で、県内６ヶ所の健康クラブや文化センター、公民館

等で指導を行っています。 年間行事は、毎年４月の定時総会で決定します。５月のいしかわスポーツ・レクリ
エーション交流大会「たのしいリズムダンスの集い」、８月の石川こども芸術祭 ～こ

ども芸術劇場～ 、９月の太陽と緑に親しむ健民祭「リズムダンス講習会」、１０月の

リズムダンスフェスティバル等です。また、他の活動として、ボランティア活動、学

校・福祉施設訪問、地域との交流など、年間１００件を超える主催事業や他団体との

共催事業に取り組んでいます。 昨年１０月１４日には、2019ビエンナーレいしかわ芸術祭「リズムダンスフェステ
ィバル 2019」を北國新聞赤羽ホールで開催し、小学生から８８歳まで約３３０人が日

頃の成果を舞台で披露しました。

私達リズムダンス協会は、健康増進と交流が世代を超えて広がり、発展することを

願い、これからの高齢化社会において少しでも健康寿命が伸びますように、日々の活

動に取り組んでいきたいと思います。

鼓 動 
2019ビエンナーレいしかわ芸術祭「リズムダンスフェスティバル 2019」【写真提供 北國新聞社】
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◇ 令和元年度花いっぱいのつどい・
第５５回花いっぱいコンクール表彰式 １１月１７日（日）午後１時から県庁行政庁舎１９階展望ロビーで、令和元年度花

いっぱいのつどいが開催され、第５５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５５回目になります。応募のあった５０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１９の花壇が表彰されました。 

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 

太田一明・太田澄枝 

白山市 

白山市 

幼少年の部Ｂ 
優秀賞 

奨励賞 

くらやま保育園 

はくさんひかり園 

白山市 

白山市 

小学校の部Ｃ 

優秀賞 

奨励賞 

奨励賞 

白山市立白嶺小中学校 

白山市立広陽小学校 

宝達志水町立志雄小学校 

白山市 

白山市 

宝達志水町 

中学校の部Ｄ 

優秀賞 

優秀賞 

奨励賞 

白山市立鶴来中学校 

野々市市立布水中学校 

白山市立鳥越中学校 

白山市 

野々市市 

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）

優秀賞 

優秀賞 

奨励賞 

木場町エイキ植樹・花を愛する会 

「花の会・つるぎ」 

千路老人クラブ 

小松市 

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 

野々市市 

小松市 

一般の部Ｈ 

（10坪未満：33㎡未満）

奨励賞 

奨励賞 

奨励賞 

ＪＡ今江女性部 

小松市金平町いきいきクラブ 

金平町いきいきクラブ花びらの会 

小松市 

小松市 

小松市 

開会挨拶（青木美紀事務局長） 表彰式の様子
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【優秀賞の花壇】

一般の部Ｆ 木場町エイキ植樹・花を愛する会 一般の部Ｆ 花の会・つるぎ
個人の部Ａ 林紀子 幼少年の部Ｂ くらやま保育園

中学校の部Ｄ 鶴来中学校小学校の部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
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【審査講評】

 応募花壇の現地審査は、９月１７日・ 

１８日・２０日の３日間にわたって、延

べ９人の審査委員により行われ、１０月

１８日に総合審査会を開催しました。応

募くださった皆様、ありがとうございま

した。  この運動を通して、仲間同士や個人で

楽しみながら丹精込めて育てた花の姿を

発信し、心豊かな生活環境づくりを推進

していきましょう。 
一般の部Ｇ 野々市市教育センター 

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55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・参加されてきたこと

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 

いますが、今年は格別に厳しい栽培環境が続 

きました。花いっぱい活動をしておられる皆 

様はこんな状況のときにこそ花づくりに力を 

入れられたことと察します。その結果、多くの場所で美しい花いっぱいが出来上

がりました。継続して参加されているところ、新規に参加されたところも大変な

努力をされて花いっぱいにされたことと察しておりますが、「花いっぱい」の活

動は花を通して「明るい環境、心豊かな社会」を願うもので、一時の華やかさよ

り継続が重要です。今後も長く続くことを切に願っております。 

 応募総数は50件でした。9月17日から20日の間に石川花の会理事8人が3人一組

で現地審査を、10月18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4件の応募がありました。それぞれが個性的で、多くの種

類の花いっぱいになりました。負担が個人にかかり今年は特に大変だったと察

します。 

２）「幼少年の部」は8件の応募でした。花が園内で美しく咲き、園児たちの笑

顔で接する姿が目に浮かびます。お子さんの世話で手が回らない部分もありま

すが、園児が喜ぶ花づくりをしてください。 

３）「小学校の部」は9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5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、地域への貢献が伺われました。 
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【体験発表】（要旨） ５）「高等学校の部」は１件の応募でした。再びの参加で大変頑張っておられま

した。息切れしないよう今後の展開を続けることを願っています。 

６）「一般の部」では23件の応募があり、公民館、町内会、老人会、JA、企業等

種々の団体が取り組み、献身的に「花いっぱい」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。 

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。今後も、皆さまが協力

し合って、自分たちの手で世話した美しい花たちで県下をいっぱいにしていただ

くことをお願いいたします。 

高等学校の部 鶴来高等学校（ボランティア委員長） 澤田修太さん 

本校の花いっぱい運動は、プランターや花 

壇の植物の世話を通じて、思いやり、郷土を 

愛する心、環境を大切にする心を育むことを 

目的に、白山市の花いっぱい運動に合わせて、 

10年以上前から取り組んでいます。 

これまでの運動では、生徒玄関前にプラン 

ターを置いて玄関前を賑やかにすることと、 

学校前の川沿い花壇に花を植え、その水やりを 

中心に取り組んできました。今年はこの取組を 

発展させて、地域の方々の散歩コースにもなっている校舎前の道路をもっと気持

ちよく通行していただけるように、一部しか利用していなかった川沿い花壇をす

べて整備しました。 

５月には、翠星高校さんから購入した花を全校生徒がクラス単位でプランター

に植えて玄関に飾っています。また、川沿い花壇はスポーツ科学コースの生徒

が中心となって草取り、土おこし、肥料の散布を行いました。５月の白山市フラ

ワーデーでは、白山市より提供いただいた花の苗を部活動の有志に加えて、

ＰＴＡ役員や保護者の方々にもご協力いただいて、生徒玄関前のロータリーに

ポーチュラカ３００株を色ごとに順番に分けて植え、川沿い花壇には赤のサル

ビアを植えました。後日、職員やボランティア委員が中心となり、つるぎ花の

会より分けていただいたカンナの球根を５ｍおきに植え、長い花壇にアクセン

トをつけました。花の世話については、今年度より本校ＯＢの中島満さんから

助言を受けながら、肥料の散布や花の手入れなどを全校生徒と職員が手分けし

て適宜行いました。 

９月の審査の時期には、カンナも私の身長を超えるほどに大きく成長し、花壇

いっぱいに花が咲きました。本校の花いっぱい運動に協力してくださった皆様の

おかげで、今回優秀賞という素晴らしい評価をいただきました。 

これからも花いっぱい運動を通して、生徒が気持ちよく学校生活を送ることが

できる学校、そして地域の方々に愛される学校を目指していきたいと思います。
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◇子どもの夢実現サポート事業
〇もてなしこどもマーケット

〇LEGOで「はくい」をつくろう

日時：令和元年１２月８日（日）  場所：いしかわ子ども交流センター(金沢市法島町)

実行委員会名：もてなしこどもマーケット（金沢市） 

「夢」 自分たちのお店やダンスショー、ワークショップブース、フォトブ

ースなどのイベントを開催して地域の皆さんに見てもらいたい。

日時：令和元年１２月１５日（日） 場所：コスモアイル羽咋(羽咋市鶴多町) 

実行委員会名：はくいLEGO部（羽咋市） 

「夢」 LEGOブロックで地域（羽咋市）のものやロケットなどの大作をみん

なで協力して作り、完成した作品で遊びたい。
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〇面白い動画を作ってYouTubeにアップしたい

◇健民運動活動紹介

 １月３０日（木）、いしかわ総合スポーツセンターで第３回理事会が開催されま

した。令和元年度事業経過報告、及び令和２年度事業計画案の審議等が行われまし

た。その他、５年ぶりの本県開催となる第３５回北信越ゲートボール選手権大会に

ついて、事務局から各地区協会へ審判の派遣依頼等がありました。前回の平成２７

年の第３０回大会では、ザ・松任が

優勝、辰口フレンドが第２位、志水

魁が第３位と石川県勢の健闘が目立

ちました。昨年の福井県大会でも、

志水魁が優勝、ザ・松任が第３位に

入賞しているだけに、今年の本県チー

ムの活躍が期待されます。 

日時：令和２年１月１８日（土） 場所：動橋町民会館(加賀市動橋町) 

実行委員会名：チーム・イブリー実行委員会（加賀市） 

「夢」 ８月の動橋町「ぐず焼きまつり」で公演している「ぐず焼き伝説」

の劇を今風にアレンジして動画を制作し、YouTubeにアップして自分

たちの住んでいる町をPRしたい。

石川県ゲートボール協会第３回理事会 
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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 ２日目） 本誌１２月号で報告しました中央研修大会（１１月２５日・２６日開催）の２日目の専

門研修会について報告します。 
【第１専門研修会】 「ＳＮＳを用いた若者の相談支援」    杉原 保史 氏（京都大学学生総合支援センター センター長） 
・我が国の１５～３４歳の若年層では自殺が死因 

のトップとなっている。一方、先進諸国において、 

この年齢層で自殺が死因のトップになっている国 

は日本だけである。自殺の未然防止策として、現 

在も「いのちの電話」による相談が行われている 

が、この相談件数のうち、３０歳未満の相談が著 

しく減少している。その理由として、若年層が利 

用するコミュニケーションツールが携帯電話から 

メールへ、さらにＳＮＳへと変化していることが 

明らかとなった。  平成２９年９月、長野県は、いじめ・自殺対策として中高生対象のＬＩＮＥ相談

「ひとりで悩まないで＠長野」を２週間試験運用した結果、いくつかの知見が得ら

れたので、その一部を紹介する。  ①中高生にはかなり高いＬＩＮＥ相談へのニードがある。  ②ＬＩＮＥ相談を電話や対面での相談機関に繋ぐのは予想外に難しい。  ③対面相談とは異なり、幅広い内容の相談が寄せられる。  ④非言語情報（顔の表情など）がほぼ得られないので、これを補う回答上の工夫  が必要である。  電話相談と比較して、上記の試験運用では児童生徒１０００人当たりの１日の平

均相談件数が電話相談の２６.４倍であったが、技術的工夫などの可決すべき課題

も多く、これからの運用状況が注目される。 
【第３専門研修会】 「地域社会における少年の非行防止等に向けた取組」    只野 智弘 氏（法務省矯正局少年矯正課 少年鑑別所係）  前半は少年非行の概況を中心にした行政説明であった。  後半は２つの仮想事例をもとに参加者６人でグ

ループ討議を行い、意見交換を行った。１番目は、高

校１年生男子生徒の万引き（窃盗）により停学処分 

を受けた事例、２番目は、中学１年生男子生徒によ 

る性的問題行動の事例で、校内の女子更衣室等を複 

数回にわたって覗いたというものであった。グルー 

プには青少年育成県・町民会議職員や精神保健福祉 

士、市町子ども若者課職員、本県の青少年育成推進 

指導員の方々がおり、それぞれの立場から多くの意 

見を聞くことができてたいへん参考になった。 
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◇未来のふるさとづくり応援事業実施報告

御山まつりでは近年途絶えていた、子どもたちが太鼓としの笛で祭囃子を奏でなが

ら太鼓が乗った神輿を引き歩く「子ども太鼓神輿」の復活に向けて、子ども会と幼稚

園児親子の太鼓サークルが連携して練習会を開催し、本番を盛り上げた。また、公民

館文化祭では、加賀鳶子ども梯子登りの披露と親子ワークショップの開催、さらにフォ

トスポットの設置や消防団の協力を得て消火器ストラックアウトを行った。 
これまで地域で別々に活動していた諸団体が地域行事を盛り上げようと連携・協力

して取り組むことにより、今年は子供からお年寄りまで幅広い世代の方々が参加し、

楽しめる行事になった。今後も諸団体の連携のサポートを続け、小立野地区の皆さん

が「ふるさと」として住み続けたい町であるよう努めていきたい。 小立野ふるさと活性化プロジェクト（小立野地域交流向上委員会・金沢市）

祭囃子の練習風景

加賀鳶子ども梯子登り

ワークショップの様子 子ども太鼓神輿
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 金沢市立中央小学校は４つの小学校が統合して設立されたため、校区内には現在も

4つの町会と公民館があり、それぞれが行事を企画実施している。そこで、未来のふ

るさとを担う次世代の子どもたちを中心とした地域間交流の促進を図るため、町会の

枠にとらわれず、校区内の全ての子どもたち、大人たちが誰でも参加できるイベント

を計画した。実施にあたり、「中央こどもプロジェクト」という新たな団体を設立

し、小学校の全面協力の下、４町が一致協力して中央校区大夏まつりを開催した。 

 この取組を通して、準備の段階から町会の枠を越えた地域間交流が図られ、また、

婦人会が中心となって子どもたちに盆踊りの指導等を行った。その結果、中央校区全

体で世代間交流が促進され、伝統文化の継承活動も生まれ、地域コミュニティの活性

化につなげることができた。 

中央校区大夏祭り（中央子どもプロジェクト・金沢市）

【上段】 
・お揃いのスタッフオリジ
ナルＴシャツとプリントさ
れた子どもたちへのメッ
セージ 
【中段】 

・盆踊りの様子 

【下段】 

・左：千本引き(紐くじ) 

・右：スーパーボールすくい
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石川県公民館連合会

副 会 長  尾上 榮紀   
輸島市公民館連合会と内水面輪島川漁業協同組合との関わり 
輪島市公民館連合会は、地域の過疎化が進む中で、各種団体と連携しながら活力あ

る地域づくりを目指して、伝統行事やイベント等の企画に積極的に取り組んでいます。

また、学校との連携も大事にし、物心両面において支援をしています。今回はヤマメ

稚魚の飼育や放流を通して、生命の神秘や命の尊さを知る体験学習を紹介します。

近年、河川や湖沼等の豊かな水域環境保全が注

目され、魚や虫たちが住みやすい川造り運動が各

地で推進されています。私が内水面輪島川漁業協

同組合長を務めて 6 年目になりますが、漁場利用

等啓発普及活動の一環として、保育園児と小学生

を対象にヤマメの飼育放流体験学習を実施してい

ます。毎年 12 月初旬に県内水面水産センター(加

賀市山中温泉)からヤマメの発眼卵( 2千個)を運ん

できて、市教育委員会経由で小学校 9 校の全児童

に観察記録用紙を付けて配付します。また、輪島公民館児童会でも独自で飼育をして

います。観察記録用紙には、①卵を受け取った日 ②卵の中で動いた日 ③孵化した
日 ④稚魚が浮いて動き始めた日 ⑤お腹の袋が小さくなり容器の底で泳ぎ始めた日 
⑥お腹の袋がほとんどなくなり、浮き上がって泳ぎ始めた日を記録し、⑦体長が

3cm 位に成長したら放流します。飼育方法

は、2ℓのペットボトルに卵 2個を入れて飼育

します(水槽飼育の学校もあります)。水温約

12℃~15℃×日数の値(積算水温)が 200℃を

超える(約 16 日~18 日)と孵化します。稚魚

が 3cmほどに成長したら地域の川(町野、河

原田、鳳至、八ヶ川)に放流します。後日、観

祭結果の作文や川づくり標語が届きます。ヤ

マメの飼育を通して、生命の神秘や命の尊さ

を実感したことや自然環境への大切さ、感謝

の気持ちが芽生えたなどの感想を読むと、朝早く能登から山中のセンターまで卵を取

りに行った時の苦労も忘れ、爽やかな気持ちになります。そして、公民館連合会と内

水面漁業協同組合との関わりを、より大切に思う今日この頃です。

薫 風
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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 （２月分） ＜使用済み切手など＞
石川県（企画振興部企画課、地域振興課、空港企画課、県民交流課、環境政策課、生活安全課、道路

建設課、教育委員会事務局、職員労働組合、石川県観光連盟）匿名の方 計1１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！～ ↓

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
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。

※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



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

QRコード


