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おはようサイクリング石川県協議会 

副理事長 岡本 勇

サイクリングのすすめ ～地球環境を考えて～

 コロナ禍により長年継続の今年度のおはようサイクリングが中止になりました。しかし、

石川県には美しい里山里海がありサイクリングをするのに最適なフィールドが沢山あるの

で、ソーシャルディスタンスや換気などに配慮しなければならなくなった結果、サイクリ

ングに対するニーズが格段に高まってきたように思います。実際、スポークバイクといわ

れるサイクリングや競技タイプの自転車の販売が伸び

ているという新聞記事が掲載されていました。健康増

進だけでなく SDGｓに代表される持続可能な社会を

実現するための手段としての自転車の価値が見直され

ています。美しい石川県に住まわせていただいている

私たちもカーボンニュートラル（温室効果ガスの排出

量と吸収量を均衡させること）とカーボンオフセット

（温室効果ガス排出の削減努力を行い、どうしても排

出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温

室効果ガスの削減活動に投資することにより、排出さ

れる温室効果ガスを埋め合わせるという考え方）を理

解して、より一層サイクリングを楽しんでいただきた

いと思います。

世界に目を向けると自転車先進国デンマークのコペ

ンハーゲンでは通勤している人の自転車通勤の割合が

５０％、オランダのアムステルダムでも３５％になる

そうです。

 コロナ前に各国を訪問した際、印象に残ったのは

イタリアの美しい景色に生える自転車【画像１】

能登半島のような美しいハワイのサイクリングコース【画像２】

母親が自転車の交通ルールの先生のドイツの街角【画像３】

SDGｓのお手本ベトナムの運搬自転車【画像４】

です。

鼓 動

【画像３】 【画像４】

【画像１】

【画像２】



2

◇令和３年度青少年ボランティア賞表彰式

 １１月１８日（木）に県庁行政庁舎特別会議室で、令和３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６団体と１個人が表彰され、当日は本部長の谷

本正憲知事が表彰状を授与しました。

 昨年度に引きつづき、コロナ禍で地域の祭りや行事などの中止が相次ぐ中、表彰され

た団体・個人の皆さんは今できることを無理せず工夫して活動していました。内容は高

齢者への支援や、慰問、子どもたちへの自立支援、子ども会活動を通じた教育文化活動

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、今回の受賞を

励みに、地域社会の一員としての自覚と誇りを持って活動し、活動の輪をさらに広げて

いただきた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、金沢市立小

将町中学校ボランティア委員会の元さんと中橋さん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２１８団体、５２個人が表彰さ

れました。一人ひとりが社会の一員として、お互いに支え合いながら、思いやりのある

豊かな社会を作っていくためにも、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。

【表彰の様子】

【谷本知事の挨拶】 【受賞者代表の言葉】
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【受賞者代表の言葉】 

☆金沢市立小将町中学校ボランティア委員会  元 沙紀子 さん 
                      中橋 杏菜さん

 本日は、私たち７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。

私たち小将町中学校のボランティア委員会は、校舎の花壇を作ったり、地域のお

年寄りの方とふれあうことを中心に活動しています。私たちはこれらの活動を通し

て、学校や地域が明るくなり、みなさんに喜んでいただけるようにがんばってきま

した。

校舎の前の花壇はきれいな花が咲いているので、学校が明るく、見ると元気な気

持ちになります。また、地域の方からも「きれいですね。」と声をかけていただき、

嬉しい気持ちになります。

 また、年賀状を作成して日々の感謝を伝え、お年寄りの方にも笑顔になっていた

だけました。私たちも年賀状のお返事から笑顔と元気をいただくことができまし

た。

 例年２月には、地域のお年寄りの方への「お弁当配り」を行い、地域の方へ元気

を届け、喜んでいただいています。

 昨年度より新型コロナウィルスの影響で、授業や部活動をはじめとした当たり前

のように行っていた活動ができない時期もありました。しかし、冬の寒い時期に、

私たちに手を合わせて涙を流している姿を見て、私たち自身とても感激し、これか

らも、もっと思いやりの心を届けていきたいと感じました。

私たちは、今日、表彰を受けた高校生、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。

【受賞関係者、本部長、選考委員の皆さん】
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【受賞者の活動】団体の部 

○小将町中学校 ボランティア委員会【金沢市】

花壇「将中ガーデン」の花の苗植えや水やり等の世話、節電・節水の呼びかけ、

校内の環境整備等の校内活動を行うほか、校外活動として地域の高齢者に年賀状や

メッセージカードを送ったり、弁当を配ったりする等、交流を深めている。

○石川県立穴水高等学校 ボランティア部【穴水町】

ゴミ拾い等の地域の美化活動や福祉施設との交流を行うほか、地元のイベントへ

の協力などの地域貢献に取り組んでいる。また、不要になったシューズを回収・ク

リーニングし、コートジボワールに送る活動にも取り組んでいる。 

【メッセージを添えたお弁当の配付】

【コートジボワールへ靴を送ろう】【福祉施設との交流】

【花壇の苗植え】
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○石川県立志賀高等学校 総合学科福祉系列【志賀町】

 志賀町老人クラブ連合会運動会の運営ボランティア、高齢者世帯への見守り訪問

のほか、学校を開放した高齢者サロンの開催や高齢者宅の清掃など毎年形を変えな

がら創意工夫を凝らした活動を行っている。 

○石川県立寺井高等学校 ＪＲＣ部【能美市】

 募金活動や地域の福祉関連イベントでのボランティアスタッフ、高齢者の自宅に

弁当を届けるなどの活動を継続的に行っている。また、能美市の「フードドライブ」

では、受付や運搬、仕分け、リスト作りなどの活動を行っている。

○北陸学院大学 ＢＢＳサークル【金沢市】

非行少年や不登校など社会に適応できないなどの悩みを抱えた子どもの学習支援

や話し相手になることを通じて、自立を支援する活動を行っている。最近、コロナ

禍であるため新たな生きづらさに直面し、活動依頼をされるというケースも増えて

きている。

【イベント補助ボランティア】

【高齢者サロン 志賀高にんがしぃ広場】

【フードドライブ 仕分け】

【世代間交流会で体操を紹介】
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○孫心隊（まごごろたい）【白山市】

高齢化の進む白峰桑島地区において、草刈りや除雪など高齢者の日常生活での困り

ごとを解決し、住み慣れた土地に安心して住み続けてもらえるように、地域の“孫”

として生活支援活動を行っている。 

【受賞者の活動】個人の部 

○安井 詩織 さん（金沢市子ども会連合会シニア委員会）【金沢市】

 中学生の時から金沢市子ども会連合会の少年委員・リーダー委員として子ども会

活動に参加してきた。子どもちょうちん太鼓行列等の子ども会行事や各地域のイベ

ント、合宿等の運営に関わることで、地域に住む小学生や育成委員の皆さんと交流

を図っている。社会人となりシニア委員に所属してからは、イベントへの参加に加

え、少年委員やリーダー委員の育成にも携わり、子ども会活動の充実・発展のため

に継続して活動している。

【高齢者サロンのお手伝い】 【雪囲い作業】

【９月 わくわくフェスティバル】 【３月 かなざわっこ研修】
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◇ 令和３年度健民運動ふるさとづくり表彰式

〇「家庭の日」川柳コンクール表彰式
 １１月２１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１１月１１日から

受賞作品が展示され、多くの人が作品に見入っていました。 

 「『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２，８１９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】

【小学生の部、最優秀賞】

杉本結惟さん（浅野町小学校２年） 

【作品の展示】
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【審査講評より】 審査委員長(石川県川柳協会　会長) 赤池加久さん 

本日入賞されました皆さん、おめでとうございます。 

審査の基準を三点申し上げます。 

一点目 

「標語やキャッチフレーズではなく、川柳の気持ちで作って

いただいているか」 

二点目 

「なるべく今までと違った発想のある句であるか」 

三点目 

「自分の家族、あるいは身の回りのことを題材とした川柳であるか」 

です。このようなことを念頭に置いて４人の委員で選考させていただきました。 

２８００句もの応募がありましたので一度ではなく、１次審査、２次審査、最終

審査と段階を踏んで選考しました。 

最優秀句以外にも立派な句が沢山ありましたが、最終的にこの３句を最優秀に選

ばせていただきました。これらは先ほどの審査の基準を満たしておりました。 

これからもこの川柳を一つの目安にして、家族が温かい雰囲気で過ごされるよう

期待をしております。 

「家庭の日」について 

〇 誕生の経緯 

（１）「家庭の日」は昭和３９年度に秋田県と鹿児島県でほとんど同時に始まり、毎月第３日

曜日を「家庭の日」とし、できるだけ公的行事をさけ、家族全員が児童を中心として家庭

生活を楽しむようにした。 

（２）昭和４１年５月２７日に結成された「青少年育成国民会議」が青少年をとりまく健全環

境づくりの一つとして、「家庭の日」運動を全国的に広げることを決定した。 

（３）国民会議では、「できるだけ第３日曜日を家庭の日として周知することとし」各県に要

請して、全国的な広報に努めた。 

〇 石川県での取り組み 

（１）「青少年育成県民会議」（昭和４１年１１月１３日結成、会長：知事）が、 

昭和４１年１２月１８日（日）を第１回家庭の日とした。 

（２）健民運動推進本部（昭和４４年から昭和５０年までは健民運動推進会議）では、「家庭

の日」の普及啓発のため、資料配付や作文・標語・写真・絵画・ポスターコンクール等を

実施してきた。 

（３）平成２６年度からは、川柳コンクールを実施している。 
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◇ 第５７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

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

５７回目になります。応募のあった４２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１８の花壇が表彰されました。 

表彰式の後、審査委員長(石川花の会会長)土屋照二さんの審査講評と白山市立白嶺小中学

校、くら月こども園の体験発表がありました。 

【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 

白山市 

白山市 

幼少年の部Ｂ 
奨励賞 

奨励賞 

くら月こども園 

くらやま保育園 

金沢市 

白山市 

小学校の部Ｃ 

最優秀賞 

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 

金沢市立三和小学校 

宝達志水町立志雄小学校 

白山市 

白山市 

金沢市 

宝達志水町 

中学校の部Ｄ 優秀賞 金沢市立小将町中学校 金沢市 

高等学校の部Ｅ 奨励賞 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 

木場町エイキ花を愛する会 

花の会・つるぎ 

（フラワーロード鶴来・R157） 

花の会・つるぎ 

（国道157号NEC沿い） 

小松市 

白山市 

白山市 

一般の部Ｇ 

（10坪以上50坪未満：

33㎡以上165㎡未満）

奨励賞 

奨励賞 

「花の会・つるぎ」林地区 

野々市市教育センター 

白山市 

野々市市 

一般の部Ｈ 

（10坪未満：33㎡未満）

優秀賞 

奨励賞 

奨励賞 

フローラル沖町 

カヌーと花の会 

花の会・つるぎ行町花壇 

小松市 

小松市 

白山市 

【小学校の部 白山市立白嶺小中学校】
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【優秀賞の花壇】

【審査講評より】 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57回となりました。今年も多くの応募

をいただき「花いっぱい運動」を展開することができました。 

 今年は酷暑の後の長雨で花に限らず植物全般の栽培環境に悪く影響を

及ぼすことになりました。また、新型コロナの影響を継続して受けるこ

ととなり、花づくりが難しい年となりました。しかし、今年も継続して

コンクールに参加され、美しい花づくり、花いっぱいにされたことに感

謝の気持ちでいっぱいです。 

9月13～15日の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15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

【個人の部 林紀子】 【小学校の部 白山市立広陽小学校】 

【中学校の部 金沢市立小将町中学校】 【一般の部Ｆ 木場町エイキ花を愛する会】 

【一般の部Ｆ 花の会・つるぎ 

（フラワーロード鶴来・R157）】 
【一般の部Ｈ フローラル沖町】 
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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。 

 このコンクールは花いっぱい運動の評価をするためにあり、その結果表彰があります。し

かし賞が目的ではなく、継続して県下を花いっぱいにすることを願うものであります。 

 

【体験発表より】 

白山市立白嶺小中学校 教頭 小田実由季さん 

・本校では地域の自然を活用した体験活動をカリキュラムに取り入れ、人や自然との関わりを

通して、心豊かに成長する子どもの育成を目指しています。 

・今年は３００個のプランターを校舎側に４段、通路側に３段並べました。また、塩ビパイプ

を組んだタワーに初めて挑戦しました。５号鉢約１００鉢を育て、立体的な花壇を作るこ

とにしました。 

・土は畑の土を再利用し、プランター用土を加え、秋に落ち葉を混ぜ込みました。 

・肥料は１ヶ月に1回、ＩＢ化成肥料を使用しました。 

・水やりはタイマーセットで自動で行いましたが、こまめな点検が欠かせません。 

・切り戻しは花芽を増やしたり、草丈をそろえるために欠かせな

い作業です。８月に咲いている状況で行うので「ごめんね、ご

めんね」といいながら作業しました。 

・今年は植えた学年や花の名前を記した看板を設置しました。 

・地域にプランターを配り、通学路を花いっぱいにしました。地

域の方がお世話をしてくれました。 

・子どもたちの感想として「花を通して、地域の方と関わって会

話し、笑顔になることが増えた。」などがあり、白嶺小中学校

が目指す人や自然とのかかわりを通して心豊かに成長するとい

う目標にこの花壇活動が繋がっているということにとてもうれ

しく思います。 

 

くら月こども園 園長 入口真人さん 

・園では毎年夏野菜をプランターやペットボトルに植えていますが、８月になると寂しくなる

ので挿し木をしたところ、とてもよく育ちました。 

・今年はコロナウイルス感染症の影響で園児が楽しみにしていたバス

遠足が中止となり、年長児の子どもたちに楽しい思い出を残した

い、また、園長自身も花いっぱいの明るい園にしたい思いで、この

コンクールに応募しました。 

・立体感のある花壇にしたいため、１ｍ８０cmのひな壇を２段、杉で

作ってもらいました。６０cmのプランターが３個入ります。 

・２８株を年長児が植えました。一つ一つのペットボトルに名札をつ

けて責任を持たせました。 

・寄せ植えのバスケットを１０個取り付けました。 

・１８０cmの箱を２個、フェンス中ほどにチェーンで取り付け、プラ

ンターを置きました。 

・今回、奨励賞をいただいて大変元気をいただきました。将来、園児が花の好きな優しい人に

なって欲しいと思います。そして、くら月こども園といえば「花がいっぱいの明るい園です

ね。」といってもらえるようにしたいです。 
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石川県世界青年友の会 

常 務 理 事  紺 多  英 夫

草の根青年国際交流に携わって 

1985年の国際青年年を契機として(財)石川県青年会館が公益事業で行った「石川国際

青年の国」事業は海外15ヵ国から182名、地元から1.000名の青年が参加する一大イベン

トとなり、国際交流として大成功を収めることが出来ました。 

この成功を一過性の取組として終わらせるのはもったいないということで、それから

毎年開催される運びとなりました。また、以前より東京等で実施されていたJALスカラシ

ッププログラムと連携することとなり、その理念である国境を越えた相互理解を促すこ

とにより、国際的な視野と行動力を持った若者の育成を目的として、毎年アジア・オセア

ニアの大学生を日本へ招待し、研修や文化交流を行ってまいりました。1985年から2019

年の間35回を数えることとなり、アジアフォーラムin石川にアジア・オセアニア地域か

ら本県に来訪した大学生は14の国と地域から1.181名を数えております。毎年テーマを決

めていて、例えば観光面で「金沢・石川の魅力を探る」や環境面では「SDGs、持続可能な

社会へ」等とスカラーシップの大学生と地元から参加した大学生10数名が毎年4つの班に

分かれてフィールドワークやディスカッションなどを行い、成果を発表しました。その

内容は大変素晴らしいものでした。日程のなかで国際交流ラウンジでの日本文化体験(茶

道・着物の着付け・日本舞踊・和太鼓・和楽

器の琴)など毎年趣向を変えながら文化体験

をしてまいりました。 

 また、スカラーの学生達の楽しみのひとつ

であるホームスティもこれまで35年間で金沢

市96戸、内灘町40戸を中心に9の市町で延べ

168戸のご家庭に引き受けてもらいました。毎

年2泊と短い日程ではありましたが学生は日

本の家庭生活、生活習慣を体験し、ホストファ

ミリーとの絆を深め、帰国後も交流を続けら

れたり結婚式に参列されたり、子供が出来た

からと顔を見せに来日したなどと永い交流が

続いているという話はたくさんあります。 

このアジアフォーラムin石川の記録誌とし

て「草の根青年国際交流～時代を拓く挑戦の

奇跡～」が2019年5月に発刊されました。 

これまでの事業にご協力いただいた、関係

各位に深く感謝するものであります。 

薫 風 

【国際交流祭りで記念撮影】 

【文化体験(着物姿で日本舞踊)】 
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皆さまからのチラシ・

パンフレットをお待ちし

ております！

https://www.ishikawa-npo.jp/event/index.html

NPO・ボランティア関係団体の皆さまからいただいたチラシ、会報、イベント等をあいむホームペ

ージの『イベント情報』に掲載しています。 

チラシ,パンフレット等をより多く

の方に見てもらえるようお手伝い

します！

石川県（行政情報サービスセンター、管財課、県民交流課、統計情報室、障害保健福祉課、医療対策課、 

地域医療推進室、経営支援課、管理課、計量検定所、監査委員事務局）、匿名の方   計 12 件 

ご協力ありがとうございました！ 

収集物 （9・10 月分） ＜使用済み切手など＞

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。 

・コピー機 ・パソコン

・プリンター etc.

作業に便利な設備が 

揃っています！ 

(作業室のご利用は無料です) 

あいむのホームページで活動・イベントを紹介しませんか？

「あいむ」の会議室もご利用ください！ 

（20 名程度・週 2 回まで） ★予約は利用日の 3 か月前より受け付けます。

プロジェクター、スクリーン、テレビ、ホワイトボード等を無料で貸出しています。 

○輪転機 ○丁合機 ○紙折り機 ○裁断機 ○紙そろえ機

○大型ホッチキス ・パンチ

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 

httpｓ://www.ishikawa-npo.jp 

会議・打合せ等に「あいむ」をご利用ください！（使用無料）

・お問合せ、ご予約はお電話等にてお気軽にどうぞ。 

《夜 10 時まで開館（土,日は 17 時まで）、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の一部を助成しています。 

チラシや資料を印刷するならあいむの「作業室」で！



発行：石川県健民運動推進本部

〒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 

ホームページ

E-mail          kenmin-t＠pref.ishikawa.lg.jp 

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 ～

健民運動

QR コード


