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毎月７日は「健康の日」です。
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【民謡、民舞コンクール】

【民謡、民舞研修会】

石 川 県 民 謡 協 会  事務局長 上杉 徹男 
民 謡 界 の 現 状 

石川県民謡協会は、県下全域の民謡団体 30 支

部約 700名の会員により構成されています。協会

としての活動は、民謡の普及、伝承を主な目的と

して、毎年「民謡、民舞コンクール」「プロの講師

による民謡、民舞研修会」「民謡発表会」を実施し

ています。また、石川県芸術文化協会加盟団体と

して、各種文化事業へも積極的に参画しています。

各民謡会単独では発表会、老人ホーム等の施設慰

問、地域の盆踊り、希望する学校の子供たちへの

民謡指導など、地域の民謡の普及、伝承に努めて

おります。民謡の他に、健民運動推進の立場から

毎年「秋のクリーンキャンペーン」と称して、地

域の道路や公園の清掃活動も実施しています。し

かし、令和 2年度は、新型コロナウィルスの蔓延

により、全て中止せざるを得なかったことが残念

でなりません。

今、全国的に抱える民謡界共通の悩みは、若い

人が少なく将来が危ぶまれていることです。民謡

は、先人の庶民の生業を表す貴重な文化遺産だと思います。民謡の歌詞から先人たち

の生活の様子を伺うことができ、現代の裕福な時代を生きるものとして、ご苦労の多

かった先人たちに敬意を表する次第であります。先人たちの生活の様子を、民謡の発

表会等を通じて後世に伝えることが文化の伝承との思いで、今後も微力を注いでまい

ります。

現在、世の中は新型コロナウィルスの蔓延による感染拡大防止対策等で大変苦労し

ていますが、石川県民謡協会はモチベーションを失うことなく精進してまいります。

鼓 動 
【秋のクリーンキャンペーン】 【民謡発表会】
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◇子どもの夢実現サポート事業
〇みんなに元気を届けよう

〇民舞の動画を作ってYouTubeにアップしたい

日時：令和２年１２月５日（土）   場所：舟見ヶ丘保幼園（小松市） 

実行委員会名： 舟見ヶ丘保幼園 たいよう組 

「夢」 創立より年長児から引き継がれ、園児たちが憧れをもっている和太

鼓演奏を通し、自分に自信を持って発表する場を持つと共に、演奏を聞いた 

方々に現代のコロナ社会における日々の生活への活力と元気を与える。

日時：令和２年１２月２４日（木） 場所：白山市立美川小学校（白山市） 

実行委員会名： こども民謡会 

「夢」 発表会に向けて練習した民舞をYouTubeにあげて、いろんな人に見て

ほしい。
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〇テニスコートを作るんですプロジェクト

 今年度から県庁１９階の展望ロビーに健民運動推進本部

と県ＮＰＯ活動支援センター「あいむ」の常設展示コーナ

ーを開設しました。かわら版の他、ツバメ Welcomeキャン

ペーンで応募いただいたお宿を訪問取材させていただき、

「ツバメのお宿だより」として報告しました。また、壁際の

長机には健民運動の活動を一人でも多くの方に知っていた

だきたく、お持ち帰りいただけるよう「広めよう！ふれあ

いの輪」やチラシの他、かわら版のバックナンバーも並べ

ております。 

 各団体におかれては、会員募集のチラシや広報誌などが

ございましたら、１９階の展示コーナーに並べさせていた

だきますので、是非とも健民運動推進本部までお知らせく

ださい。お待ちしております。 

日時：令和３年１月３１日（日） 場所：七尾市和倉温泉お祭り会館（七尾市） 

実行委員会名： Field of Zero 

「夢」 能登にもっと硬式テニスを広めたいので、みんなで力を合わせてゼ

ロから手作りのテニスコートを作りたい。

１９階展望ロビーの常設展示コーナーについて

日時：令和３年１月３１日（日） 場所：七尾市和倉温泉お祭り会館（七尾市） 

実行委員会名： Field of Zero 

「夢」 能登にもっと硬式テニスを広めたいので、みんなで力を合わせてゼ

ロから手作りのテニスコートを作りたい。
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◇ 健民運動活動紹介 １月２８日（木）、いしかわ総合スポーツ
センターにおいて、県ゲートボール協会の理

事会が開催され、冒頭に石坂修一会長が挨拶

されました。 
審議に入り、最初に、昨年６月に松井邦夫

氏が事務局長を退任されてから、事務局長代

行を務めてきた小倉範子理事を事務局長とし

て新任する人事が承認されました。また、次

年度事業計画案が提案され、承認されました。 
報告事項として、令和２年中の８つの大会すべてが中止されたこと、新年に入り

１月１７日の新春大会を開催したこと、さらに、２月に３人制大会、３月に県選手

権大会の開催を予定していることが報告されました。 
今後の大会開催に向けて、新型コロナウイルスへの感染防止対策に万全を期して、

参加者一人一人が感染防止への意識をもって参加することを確認し閉会しました。 
◇ 健民簡易グラウンドのトイレ洋式化から１年 健民簡易グラウンドの湊、大桑のトイレが洋式化され
てから１年が過ぎました。利用者からは洋式化を望む声

が度々推進本部にも寄せられておりましたので、グラウ

ンドの予約で推進本部の窓口へ来られた方からも「洋式

になって良かった！」といった声が聞かれました。  立春を迎え、これから日に日に春の訪れが感じられる
季節になっていきますが、先日も大規模大会等の開催に

関する年間予約の申し込みと日程調整が推進本部で行わ

れたところです。大規模大会の際には、大会終了後に主

催者側でゴミなどの忘れ物や落とし物がないか、点検を

お願いいたします。もちろん、トイレも後から利用する

人たちが気持ちよく使えるよう心配りをお願いいたしま

す。  雪解けが進んだグラウンドの土を見ていると、体がム
ズムズしてくるスポーツ愛好家の方もおられることでし

ょう。その日のためにも、屋外では無理でも、自宅の部

屋でできる簡単な体操やストレッチを毎日コツコツと継続して楽しみ、春を待つこ

とにいたしましょう。 
石川県ゲートボール協会 第３回理事会 
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金 沢 日 曜 野 球 連 盟

理事長  酒井 信一 
コロナ禍における草野球  

昨年１月から始まった新型コロナウ

イルスの影響により、私たちの生活は

一変しました。当連盟も大きく影響を

受けました。

３月の開幕戦を中止し、リーグ戦を

始めてみたものの、緊急事態宣言を受

けて４月～５月末迄のリーグ戦等の活

動中止を決定しました。その後、６月

から改めて日程調整を行い、何とか試

合日程をこなして終わった１年間でし

た。

毎週、当たり前のように草野球を楽しんでいた選手にとって『野球が出来ない・・・。』、

『日曜日は何をすればいいの？？』と、心にぽっかりと穴が空いた日々でした。

活動再開に備えて、『選手の皆さんに感染防止対策を講じた上で、安全に野球を楽

しんでいただくためには、どのような運営に心掛ければ良いのか？』、わからない事ば

かりでの活動再開でしたが、選手の皆さんも各自が対策をとってくださり、感染者を

出すことなく全ての日程が終了したことに安堵しています。

当たり前のことが出来なくなった日常の中で、『私たちが今出来る事は何なのか？』

を考えながらの１年でもありました。

３月には、普段使用させていただいているグランドの草むしりを、当連盟として初

めて実施しました。当たり前に使えるグランドに感謝の気持ちを伝えたい、これまで

の日常に少しでも感謝の気持ちを伝え

たい・・・との思いで実施させていた

だきました。

本年の活動にしても、今後の新型コ

ロナウイルスの感染状況により、どの

ような影響を受けるのかわかりません

が、参加される選手の皆さんの安全を

最優先に、『明るく！楽しく！元気よ

く！』いつも通りの草野球を楽しめれ

ば良いなと思います。

薫 風
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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（行政サービスセンター、県民交流課、医療対策課、資源循環推進課、監理課、南加賀保健福

祉センター、石川県観光連盟）、匿名の方 計 8 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！！                                               

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 

あいむの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、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。

〇〇セミナー 

1/1 12:00～ 

………………… 

参加をお待ちしております。 

縮縮小小画画像像  

（サムネイル） 

〇〇〇〇セセミミナナーー  

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。 

 

※※縮縮小小画画像像ををククリリッッククすするるとと  

元元のの大大ききささのの画画像像がが開開ききまますす  

 

あいむで情報発信 



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

QRコード 


