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は じ め に

「子どもドリームフェスティバル事業」は､明日の石川県を担う健全で創造力豊か

な青少年の成長を願い､子どもたちが日ごろ抱いている「夢」を､仲間とともに､地域の

人々の協力や専門家の方々の支援を受けながら､子どもたち自身の力で実現させる事

業で､今年で１４回目を迎えました。

今年度は､県内各地から５４件の夢の応募があり､どれも実現して欲しいと思う

「夢」ばかりでしたが､その中から「みんなで作る私の夢カレンダー」「震災や津波に

備えて地域の防災計画を作りたい」「わたしたちの里山 笠野の森をリフォームした

い」「自分たちで手作りのお茶会を開きたい」「和太鼓で、震災被災地から避難してき

た人たちを励ましたい」「カラー魚拓を作りたい」という６つの夢を選定しました。

これらの「夢」の実現に向けて､ドリームサポーターをはじめ地域の皆様のご協力

のもと､子どもたちはそれぞれの地域において様々な活動に取り組んでまいりました。

また､子どもたちの「夢」の実現に向けて大人たちが協力して取り組み､これを契機

として､子ども会活動､ＰＴＡ活動や育友会活動がより活性化したことも見逃せないこ

とです。このことは､主催者として大きな喜びであり､関係の皆様方に深く感謝を申し

上げます。

子ども達が「夢」を実現するまでの過程には、様々な苦労や困難があったことと思

われます。しかし、１月１５日に開催した子どもドリームフェスティバルの舞台で発

表する子ども達の目は輝き、その姿は大舞台に臆することもなく自信にあふれていま

した。

この「子どもドリームフェスティバル事業」を通して子どもたちには､自分の夢を

大切にし､実現に向けて努力することを学びとっていただきたいと思います。また､大

人の皆様方には､今後とも子どもたちの健やかな成長を励まし､温かく見守っていただ

きますことを心より期待するものであります。

平成２４年３月

石川県健民運動推進本部
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みんなで作る私の夢カレンダー

◎グループ名
能登町立上町保育所 すみれ組
◎夢の内容
すみれ組の１２人が１人ずつ自分の夢を叶え、みんなでカレンダーを作りたい。
◎夢の理由
子どもたちの持つすてきな夢を叶えてあげたい、また、夢を叶えるためにがんばることや人との出会
いでいろいろなことを感じて成長してほしい。
そしてカレンダーにして残し、楽しい思い出にしてあげたい。

◎事業の内容
夢を実現するため、体験する。体験の様子をビデオや写真に残し、カレンダーを作り、発表する。

◎経過（子ども達とサポーターの主な活動の様子）

月 日 区 分 活 動 内 容

７月 ・実行委員会の組織作り ・事業計画の共有と打ち合わせ

８月

・夢体験の受け入れ先依頼

・夢実現のための練習・イメージ作り

・夢実現のための体験

・依頼書作成と訪問

・１人ひとりの夢実現の方法や場所の設定計画

・ビデオ撮りと写真撮影

９月

１０月

・ビデオと写真の編集

・体験先への礼状送付

・カレンダー用写真選定と印刷

・１人ひとりの編集とまとめをする。

・体験先へ礼状を送付する。

・カレンダーにするための準備をする。

写真を選び、印刷に出す。

１１月 ・地区文化祭で発表 ・ビデオを流しながらの発表をする。

１２月

・保育所発表会 ・町長への発表

・地区点灯式で発表 ・新聞記事発表

・カレンダー仕上げ・実行委員会

・本番の演出を意識しながら動きを考える。

・地域の方の前で披露する。

・実行委員会でカレンダーの仕上げをする。

１月 ・音楽堂発表 ・カレンダー送付 ・発表に参加する。カレンダーを送る。

◎役割分担

◇子どもたち

夢体験の練習と実現

◇サポーター

企画、体験支援、広報活動他

☆ドリームサポーター

上町保育所実行委員会・保育所職員 能登町広報課
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能登町立 上町保育所

上町保育所の年長児「すみれ組」の１２人の夢を

叶えました。夢を叶えるために、絵を描いたり、

練習したり、衣装を考えたりして準備しました。

いろいろな場所で、いろいろな体験をし、緊張もし

ましたが、出会った人にあたたかく接していただ

き、喜びと自信になり成長することができました。

みんなの夢がいっぱいのすてきなカレンダーも

できました。

わたしの夢は ビートになってプリキュアと踊ることです。

うちで何回も踊りの練習をして覚えました。

プリキュアが出てきた時、びっくりしたけどうれしかったです。

わか

ぼくの夢は 王子様になって

パーテイをすることです。

衣装はお母さんが作って

くれたよ。  きょうしゅう

わたしの夢は 花屋さんになって

ブーケを作ることです。わたしの名

前と同じ花屋さんをお母さんがさが

してくれました。

ピンクのバラのブーケを作ったよ。

かすみ
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ぼくの夢は ボクシングをすること

です。チャンピオンになわとびや

パンチを教えてもらったよ。

なわとびの練習をいっぱいしたよ。

       よしまさ

わたしの夢は おかしの家を作ることで

す。何回も絵に描いてケーキやさんに持っ

ていきました。作った時、とてもうれしか

ったです。カーテンもつけました。ともみ

ぼくの夢は おすしやさんになるこ

とです。もりもり寿しへ行っておす

しを作りました。握るのが難しかっ

たけど楽しかったです。とってもお

いしかったです！   つばさ

       

わたしの夢は おひめ様になってお城で

暮らすことです。テイアラをつけて階段

を歩いたのが楽しかったです。 みく

            

ぼくの夢は 孫悟空になって悪者をやっつけるこ

とです。悪者が出た時、こわかったけど我慢しま

した。      りゅうのすけ
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ぼくの夢は　ハンバー

ガーやさんで 働くこと

です。ハンバーガーを作

るところが楽しかったで

す。

まさひろ
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＜夢の発表会＞

公民館まつり・ツリーの点灯式・保育所の発表会で地域の方に見て頂きました。

いよいよ

     ちょっとドキドキしたけど練習したので大丈夫！ みんながんばったよ♪

カレンダーの展示

本番前のスタンバイ！知事さんから

「どんな夢、叶えたの?」と聞かれました。

本番を待つ間の会話でリラックス。

♪夢を叶えてドラえもん♪

みんなで歌をうたってから、ひ

とりずつ順番に「夢」の発表を

しました。ライトをあびてみん

な堂々と発表できたよ！

「夢」の発表

お友達の発表を

聞いています

最後にインタビューにもこたえました
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＜夢体験に協力して下さった方々＞

＜カレンダー作り＞

はじめての場所、はじめての人との出会いの中でみんなの夢が叶えられ、

すてきなカレンダーになりました。

がんばる姿の中から、お気に入りの写真をカレンダーにしました。

学校が始まる４月がカレンダーの一枚目・・すみれ組の時の思い出と一緒に

学校生活を楽しんでくれるといいなあ、というおかあさんの願いが

込められています。

一枚、一枚ていねいにボンドで貼り、仕上げました。

・・きっとみんなの心の支えとなるように、感謝の心を忘れないように・・

                 

                    

                   

とても貴重な経験だった

と思います。親子でよい

思い出になりました。

体験前は物事をするにも中断したり、中

途半端に終わってしまいがちでした。

この経験によって、観察力や集中力、成

し遂げる力をあたえていただきました。

最初はできるか不安でしたが、夢の

実現後は自信を持つことができて、

成長したのではないかと思います。

発表会の前日は、緊張する、と

言っていたのですが、本番では

しっかりと発表することが出

来て自信がついたみたいです。

発表後に見に来ていた人が

「かっこよかったよ」と笑顔で

声をかけてくれました。とても

うれしかったです。

大きなステージで堂々と

発表する姿を見て、とても

感動しました。
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地震や津波に備えて地域の防災計画を作りたい

◎グループ名
能登町立小木中学校生徒会
◎夢の内容
津波から自分たちの町を自分たちの手で守りたい！
◎夢の理由
私たち小木中学校の生徒が住んでいる小木地区は、３月１１日に起こった東北地方太平洋沖地震で大き
な被害を受けた宮城県や岩手県の漁港と同じ地形です。だから、もし日本海側で大きな地震が起こった
とき、津波で同じような被害を受ける可能性があります。そこで、その被害を少しでも防ぐために、犠
牲者を出さないために自分たちでできることはないか考え、活動していきたいと思いました。
◎事業の内容
・津波の恐ろしさや、大きな津波が起こったときのとるべき行動について考えてもらう会を開く。
・生徒会が呼びかけ、地域を対象とした津波避難訓練を行う。

◎経過

月 日 区 分 活 動 内 容

７月上旬 実行委員会発足 スケジュール決定

７月上旬

～９月下旬
避難経路図作成

生徒が多く避難する経路を実際に歩き、危険箇

所を確認。避難経路図にまとめる。

７月上旬

～９月下旬
避難経路DVD作成

レポーターが解説を行いながら実際に避難経路

を歩くDVDを作成する

７月２０日 第１回避難訓練
登校時に津波が起こると想定し、小学生・中学

生・高校生を対象に避難訓練を行う

８月１８日 第１回避難所生活体験活動 テント設営、野外炊飯の方法を学ぶ

９月３０日 第２回避難所生活体験活動
ダンボールで間仕切りを作る活動、非常食試食

会を行う

１０月６日 津波防災について考える会
地域の皆さんを対象とした津波防災について考

える会を行う

１０月１６日 第２回避難訓練
生徒会が呼びかけ、小木全地域を対象とした津

波避難訓練を行う

◎役割分担

◇生徒

ポスター・避難経路図・DVD作成；活動の企画・運営

◇サポーター

講師依頼・DVD作成補助；活動補助・講師

☆ドリームサポーター

蟹 豊文（能登町教育委員会） 道下 政利（能登町役場） 谷 紀美子（能登高校）

中山 茂喜（小木公民館） 小木小・中学校教職員 小木中学校PTA
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東日本大震災救助参加者講話 地域聞き取り調査    小学校での説明会

でも、何から始めたらいいんだろう？も 何か 始めた

私たちの住む小木にもし

巨大津波が来たら・・・

自分たちの手で

この小木を守りたい！

活動のための準備

夢実現への第一歩

①海抜１０ｍごとに等高線を入れる ②小木中生徒が通る避難経路を書きこむ

７月
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避難経路図は大人の人たちは見

やすいけど、お年寄りや小さい子

どもたちにとっては分かりにくい

なぁ～。そうだ！ＤＶＤにすれば、

だれが見ても分かりやすいぞ！！

①小木地区でたくさんの人が使う３つのルート ②危険個所をチェック！

７月～９月

３月１２日から３カ月分の

新聞記事を集めました。感

動する記事がたくさんあり

ました。

人って弱いです。でも、

強くて優しいです。この活

動を通して『絆』を実感し

ました。
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テントの立て方、火のおこし方をマスターしました！でも、使うことがないことを願います。

非常食試食・・・けっこうおいしいなぁ～！試食・・・けっこうおいしいなぁ

いざという時のために
第１回は中学生だけで避難。たくさんの危険個

所を見つけることが出来ました。そして、避難に

かかる時間もチェックしました。『まずい！学校に

避難するまでに１３分もかかる……。』

第２回は小学生・中学生・高校生が避難。前回と違

い避難経路を通る人数が増えました。『こんな細くて

急な坂を、お年寄りは本当に上れるのか～？』

５月

７月

８月

テントの立て方、火のおこし方をマスターしました！でも、使うことがないことを願います。

８月

９月

段ボールで間仕切り体験・・・圧迫感があるなぁ～！

ぁ～！しいなぁ
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ついに夢が実現しました！！

小木地区の住民のみなさん約 110 名が参加してくだ

さいました。小木中学校で 4月から津波防災について取

り組んできたことを、3年生 7名が劇をまじえて発表し

ました。そのあと、金沢大学准教授の青木先生から「津

波の恐ろしさ」についてお話していただきました。

10月
金沢大学 青木先生

あなたの家は

どこですか？

小学校・中学校合わせて 300名をこえる地域のみなさんが参加してくださ

いました。小木地区から被災者を出さないための第一歩です！！

小学校・中学校合わせて 300名をこえる地域のみなさんが参加してくださ

いました。小木地区から被災者を出さないための第一歩です！！
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ドリームフェスティバルに参加した子どもたちの感想

・4月から津波防災の勉強をしてきて、今まで自分が思っ

ていたよりも津波の被害はものすごいものだと分かりま

した。そして、津波の怖さをすごく感じました。もしも

津波が起こったら、避難の仕方など今まで勉強したこと

を少しでも発揮できればいいなと思っています。

・この防災教育を通して、津波の恐ろしさが分かりました。

お年寄りや小学生が、急な坂をのぼるのは大変なので、助け合っていかないとダメです。僕

たちの劇や発表が、ほかの中学校や地域の人たちに伝わってほしいと思います。

・何度も避難訓練に参加して、本当に大地震や大津波が起

きて避難することになったら、もっと人が多くなるし混

乱すると思いました。避難訓練をすることで、参加して

くれる地域の人たちの意識も高まったと思うので、本当

によかったです。でも、役立つようなことは起こってほ

しくないです。

・津波が本当に来たら、お年寄りや体の不自由な方、幼い子どもたちを優先して避難させよう

と思いました。大変な苦労をしている被災地の方を思い、何もできない自分に腹が立ちまし

たが、この取り組みで少しは役に立てたと思っています。これからも今できることに取り組

んでいきたいです。

・ハザードマップを作り、地域の人たちと避難

訓練をしたことはとてもよい経験になったと

思います。だから、中学生の取り組みを小木

の多くの人たちに知ってもらい、津波が来て

も一人も犠牲者を出さない町にしたいと思い

ました。

・東日本大震災のような、多くの犠牲者をこの小木から出してはい

けないと思いながら、この活動をしてきました。地域への発表で

は、たくさんの人たちが来てくれて僕たちの活動を知ってもらえ

てうれしかったし、何より小木の防災意識が強く根付いている事

を感じました。

・大きな災害が日本で起こって、いろいろな

ことを考えて取り組んできました。学校の

みんなも地域のみなさんもちょっと考えが

変わったと思います。後輩には、この取り

組みをこれからも続けてほしいと思います。
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わたしたちの里山 笠野の森をリフォームしたい

◎グループ名
津幡町立笠野小学校３・４年複式学級
◎夢の内容
笠野の森をリフォームして、みんなで楽しく遊びたい！

◎夢の理由
わたしたちの学校には、「笠野の森」という体験学習林があります。ただ、ここ数年の台風や大雪で
樹木が倒れ、竹製の遊具も老朽化して荒れてしまっていました。この春、森の悲しい姿を目にして「笠
野の森をみんなで遊べる元気な森にリフォームしたい」という夢が生まれました。
◎事業の内容
①森林体験学習 ・「なぜ木は倒れたのか」「どうすれば森が元気になるのか」を学習する。

・森の樹木の名前を調べ、押し葉の図鑑を作る。
②森林整備作業 ・間伐や倒木の伐採、枝打ち、片付けの作業

・秘密基地を会場にして、ネーチャーゲームをして楽しむ。
③森の秘密基地 ・樹木と丸木をロープでしばりつけ、ブルーシートをかけて秘密基地を作る。

・秘密基地を会場にして、ネーチャーゲームをして楽しむ。
④学習発表会 ・笠野フェスティバルで学習の成果を発表する。

・コンサート広場で森のコンサートをする。

◎役割分担

◇児童
学習・活動の計画・準備、倒木処理作業
森林体験学習、学習発表のプレゼン作成、森林クラフト作成
ネーチャーゲーム準備、学習発表（プレゼン・音楽・ワークショップ）

◇サポーター
倒木処理作業
森林体験学習補助、準備・片付け
学習発表会の準備・片付け

☆ドリームサポーター
宗田典大さん（県央農林総合事務所） 森江 章さん（NPO法人 いしかわ自然体験支援隊）

◎経過（子どもたちとサポーターの主な活動の様子）
月 日 区 分 活 動 内 容

７月７日
森林体験学習①
「笠野の森の木はなぜ倒れたか？」

講師 県央農林 宗田 典大さん

＜学習＞森はどのように成り立っているか
＜体験＞樹木の高さ比べ、倒木の観察

７月中旬 子どもたちによるプランニング ・「したいこと、作りたいもの」など夢の具体化
７月１９日 第１回実行委員会（立ち上げ） ・笠野の森リフォーム事業の概要とスケジュール
８月２・３日 間伐・倒木処理作業 ・森林組合職員による間伐、倒木の処理、枝おろし作業
８月２１日 第２回実行委員会 ・経過と今後の整備作業の打ち合わせ
９月上旬 子どもたち・保護者による倒木整理作業

９月６日
森林体験学習②
「森にはどんな木があるか」

講師 県央農林 宗田 典大さん

＜学習＞樹木の名前の調べ方、樹木図鑑の使い方
＜体験＞森の樹木観察、押し葉の図鑑づくり

９月中旬 子どもたちによる押し葉図鑑制作作業
１０月２日 第３回実行委員会 ・倒木（太く重いもの）運搬、整備作業
１０月７日 森林体験学習③

「秘密基地づくり」
講師 自然体験支援隊 森江 章さん

＜学習＞ロープワーク
＜体験＞森の樹木と丸木をロープでしばりつけ
ブルーシートをかけて秘密基地を作る。

１０月中旬 子どもたちによる秘密基地デコレーション作業
１０月２５日 森林体験学習④

「森林クラフト」（制作活動）
講師 県央農林 宗田 典大さん

＜学習＞樹木・植物の名前と特徴
＜体験＞名札づくり、森林クラフト制作

１０月下旬 クラフト制作作業
１０月下旬 笠野フェスティバルに向けて計画と準備
１１月１０日 保育園との交流 ・保育園の園児をリフォームした森に招待する。

１１月１９日 笠野フェスティバル（学校行事）
＜学習発表＞「げきてき！笠野の森ビフォー・アフター」
＜森のコンサート＞ハッピー音楽隊・森もりばやし
＜ワークショップ＞森のわくわくランド

１２月中 子どもたちによる発表会に向けて計画と準備
１２月２２日 第４回実行委員会 ・ドリフェス発表会に向けての打ち合わせ
１月１５日 ドリームフェスティバル発表会

－ �5 －



 ① 倒れた木の高さを測る

 ② 葉から木の名前を調べる

－ �� －



 ③ みんなの力で森の整備

 ④ 仕上げに林道そう じ

 ⑤ ロープワークを体験

 ⑥ 秘密基地の骨組み作り

－ �7 －



 ⑦ 秘密基地をデコレーショ ン

 ⑧ 秘密基地の完成！

 ⑨ ハンモッ クでひと休み

 ⑩ 森林クラフト 　 名札作り

－ �8 －



 ⑪ 森のコンサート

 ⑫ 保育園の子どもたちをご招待

 ⑬ 笠野フェ スティ バルで学習発表

 ⑭ 森林体験学習のプレゼン
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　 ⑮ 森もり 囃子の演奏

　 ⑯ ネーチャーゲームランド

－ �0 －



自分たちで手作りのお茶会を開きたい

◎グループ名
野々市市立布水中学校茶道部
TKグループ
◎夢の内容
布水中学校茶道部の自分たちでお茶会を開きたいという夢と、新開君兄妹のお菓子を手作りしてお茶
会を開きたいという夢がコラボレーションしました。
◎夢の理由
布水中学校茶道部は、日ごろの練習の成果を多くの人たちに知って欲しいという理由でお茶会を開き
たいという夢を持ち、新開君は２年前から茶道を習っていて、いろいろな和菓子を頂くうちに自分で和
菓子を作ってお茶会を開きたいという夢をもちました。
◎事業の内容
・自分たちがお茶会に参加（緑陰の茶会）、和菓子作りの練習、いろいろなお茶会を開く、手作りのお
茶会の準備、ドリームチャリティ茶会を開く

◎経過（子ども達とサポーターの主な活動の様子）
月 日 区 分 活 動 内 容

７月１８日 緑陰の茶会に参加 お茶会の雰囲気を知る

７月２７日 和菓子作りの練習
金沢の和菓子職人「吉橋さん」に布水中学校に来
ていただいて和菓子の作り方を教えていただく

夏休み中
８月２６日

お点前の練習
布水中学校茶道部と新開君兄弟と一緒にお稽古
「夏休み茶会」布水中学校の先生方を招いてお
茶会を開く

９月
～１０月

お茶会の準備
ウエルカムボードの作成、しおりの作成、お茶
券の作成など

１０月９日 お茶会を開く
「北国街道野々市の市記念お茶会」
野々市市誕生記念事業

１０月１９日 お茶会を開く
「布水中学校文化発表会お茶会」
学校の生徒や先生方に来ていただく

１０月２９日 お茶会を開く
「金沢南ケアセンター文化祭お茶会」
ボランティアで参加

１１月６日 ドリームチャリティ茶会を開く 野々市市文化会館フォルテにて夢の実現

１１月１１日 収益金を送る
東日本大震災で被害を受けた中学校にお茶会の
収益金を送る

１１月１５日 お礼の手紙が届く
東松島市立鳴瀬第２中学校の校長先生から、お
礼の手紙と一緒に被害状況の様子などの写真が
送られてくる

１月１５日 第１４回子どもドリームフェスティバルに参加 県立音楽堂で邦楽ホールで「夢」の発表

◎役割分担

◇児童、生徒
和菓子作り・お点前練習・しおり作り
お茶券作り・ウエルカムボードの作成
お茶会の運営

◇サポーター
和菓子作り指導、お点前指導、広報活動
お道具準備、企画、会計

☆ドリームサポーター
・吉橋廣修さん（和菓子作り指導…和菓子職人、和菓子屋「吉はし」店主）
・南川宗和先生（お点前指導………布水中学校茶道部講師、石川県学校茶道連絡協議会委員長）

－ �� －



緑陰の茶会に参加、お茶会の
イメージがふくらむ

お点前の練習、いろいろな
お茶会を企画・運営

23 11 6
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高校生のお点前はとても上手でした
自分たちもこのようにできるように
なりたいと思いました。

－ 23 －



◎練習会＜７月２７日＞

夏休み中に、布水中学校茶道部員と新開君親子と一緒にお菓子作りに挑戦しました。簡単そうに見えたけれ
ど、実際にやってみるとなかなか上手くできなくて、難しかったです。吉橋さんからは、食べていただく人
のことを考えて、心を込めてお菓子を作ることが大切であることを学びました。本番では、１つ１つ心を込
めて作りたいと思いました。

栗と紅葉をイメージしたお菓子を作りました。

◎前日３００個のお菓子作り＜１１月５日＞

11
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夢がかなうと分かった日から、緑陰の茶会に参加、しおり作り、 北
国街道野々市の市のお茶会などたくさんの経験を経て、自分の力も
ついたし、みんなとの絆がより強いものになりました。
このお茶会は、一人ひとりが重要な役を持っていたので、誰が欠け
てもうまくいかなかったと思います。これからも、多くの方々への
感謝の気持ちと一つ一つの経験を大切にし、一生懸命、部活動に
取り組んでいきたいと思います。 （生徒の感想より）

男子も頑張りました１年生は受付担当でした
上手にお運びできました

会場は熱気でいっぱいでした

とても緊張しました

－ 25 －
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和太鼓で、震災被災地から避難してきた人たちを励ましたい

◎グループ名
和太鼓サークルバンブー
◎夢の内容
和太鼓を通して、震災被災地から避難してきた人たちに少しでも元気を届けたい。
◎夢の理由
「和太鼓を通じて親子で音楽に親しみ、仲間と協力して演奏したい」と練習を始めて２年あまり。
十一屋小学校に通う親子で始めたサークルですが、附属小学校の仲間も増えて現在子どもは９名です。
中心メンバー２人が小学校卒業の節目の年なので心に残る発表をしたいと「ドリームフェスティバル」
に応募しようと思っていたときに、あの震災が起きました。
十一屋小学校には福島から避難してきた友達がいますし、郡山にいとこがいるメンバーもいます。和
太鼓を通じてなにかできないかと思い、「元気だそう、和太鼓で！」を合言葉に心を込めた演奏を届け
たいと思いました。
◎事業の内容
週に一度、講師を招いて和太鼓の練習をする。
地域の催しや震災チャリテイーコンサートなど、元気を届ける演奏の機会を持つ。

◎経過

月 日 区 分 活 動 内 容

７月上旬 実行委員会 計画の説明 スケジュールの確認

７月３日
～１月１４日

太鼓の練習 富樫教育プラザにて太鼓練習

７月２３日 演奏活動 上荒屋クリニック
クリニックの夏祭りでお年寄りの方たちに聞い
てもらう

７月３１日 衣装合わせ 衣装をそろえサイズをあわせる

８月６日 演奏活動 大桑市営住宅
震災で避難してきている人たちも暮らす大桑町
会の夏祭りで演奏

８月７日 演奏活動 金沢市キゴ山
金沢市主催サマーキャンプに招かれた福島県郡
山の子どもたちの歓迎セレモニーで演奏

８月２８日 特別講習会
宮城県の民族歌舞団「ほうねん座」のみなさん
より太鼓の指導を受ける

９月１８日 演奏活動 犀川緑地ぐるぐる公園
「被災地チャリティせせらぎコンサート」に出
演 演奏・募金活動

１０月２９日 演奏活動 石川県産業展示館 「子育て支援メッセ」ステージで演奏

１０月３０日 演奏活動 金沢市立十一屋小学校
被災地からの転校生もいる小学校バザーのス
テージで演奏

１月１５日 第１４回子どもドリームフェスティバルに参加 県立音楽堂邦楽ホールで「夢」の発表

◎役割分担

◇子どもたち
和太鼓の練習
掲示物つくり
演奏発表

◇サポーター
各演奏活動企画 会計 記録 引率 演出
衣装準備 宣伝広報
太鼓指導 発表での演奏補助

☆ドリームサポーター
中川由起子（太鼓指導・演奏補助）
中川武志 中谷幸代 畑中純子 中西さつき 山本由美 （指導・演奏補助）
上荒屋クリニック 大桑町平町会 エコ・チーム犀川 金沢市教育委員会・生涯学習課
いしかわ子育て支援財団 民族歌舞団ほうねん座 十一屋小学校育友会
保護者 高木美保 源 桂子 池垣百合 前田恵子 室川祐子 四ツ井佳珠子 （一部敬称略）
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8 月 8 日付
北國新聞
（北國新聞社
承諾済） 8 月 8 日付

中日新聞 （北陸中日新聞提供）
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9 月 19 日付毎日新聞 （毎日新聞社承諾済）

9 月 19 日付北國新聞
（北國新聞社承諾済）
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たくさんの人がいて
これまで

緊張したけど一生懸
命たたきました。
みんなに元気が届いて
いるといいです。
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ドリームフェスティバルを終えて　　　　　　　　　　保護者より
・「元気を届ける」ための太鼓だったが、はじめは恥ずかしさから、元気よく声を出したり
動いたりできなかったけど、練習や発表を繰り返す中で、聞いてくれる人のために気持ちを
込めるということにきづけるようになった。
・目標があること、その目標が大きければ大きいほど子どもたちは成長することがわかった。
・大人が余り口出ししないで子どもたちの自主性に任せると大きな力を発揮してくれると感
じた。
・子どもたちの、ひとつのことを達成した満足感からくるいきいきした表情が印象的だった。
・すばらしい貴重な体験を通し親も多くのことを学ばせてもらいました。感謝しています。

1 月 16 日付
中日新聞
（北陸中日
新聞提供）
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カラー魚拓を作りたい

◎グループ名
Mi３（エムアイスリー）
◎夢の内容
カラフルできれいな魚拓を自分たちで作ってみたい。

◎夢の理由
僕は小学生のころから釣りが好きです。釣具屋に行くと、大きな魚の記録を残す墨の魚拓のほかに、
カラフルな色彩の魚拓でデザインされたカレンダーがかかっています。はじめは絵画かと思ったくらい、
細かい部分まで生きているかのように表現されていて、自分もぜひ挑戦してみたいと思い、クラスの釣
り友達を誘って応募しました。
◎事業の内容
カラー魚拓について調べると、魚に絵の具を塗ってとる「直接法」と、魚に紙を貼り付けたうえから
絵の具を打つ「間接法」があるとわかりました。東京や大阪など大都市ではどちらの手法も教室が開か
れていますが、石川県内では先生を見つけることができませんでした。しかし、富山県高岡市の名人バ
ンクから、間接法の「稲田式色彩魚拓」の藤田先生を紹介していただき、石川県白山市で指導してくだ
さることになりました。
８月に４回の教室を開催し、色彩魚拓の指導をしていただきました。３人それぞれが大きな魚で作品
を作り、秋に作品展を開いて地域のみなさんに披露できました。

◎経過（子どもたちとサポーターの主な活動の様子）

月 日 区 分 活 動 内 容

７月初旬
実行委員会

講師への依頼

藤田先生へ指導を依頼し、８月の教室を計画し

た

７月中旬 釣り教室への参加
釣具店（上州屋）の釣り教室に参加し、釣った

魚で直接法の墨の魚拓を作成した

８月１日

～１１日
色彩魚拓体験教室

市民工房うるわしで魚拓教室を４日間開催

１回目は先生の実演を見学、２～４回目に先生

の指導のもと、自分たちの作品を作った

８月下旬
作品の仕上げ

その他展示品作り

裏打ちをしてパネルにした魚拓で小物（団扇）

を作った

１０月２２日

～１１月３日
色彩魚拓作品展

白山市立松任図書館において、色彩魚拓作品展

を開催

墨の魚拓の団扇、小学生によるカラー魚拓T

シャツなど、いろいろな魚拓についても同時に

展示した

１月１５日 第１４回子どもドリームフェスティバル 県立音楽堂邦楽ホールで「夢」の発表

◎役割分担

◇生徒

釣り体験、魚拓作り、作品展示

◇サポーター

計画、作業補助、引率、記録、会計

☆ドリームサポーター

・藤田紫秋先生（稲田式色彩魚拓の指導）

・松任図書館、図書館内喫茶店ジャスティ（作品展の協力）
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釣具屋さん主催の「初めての投げ釣り教室」に参加しました！

早朝５時４５分集合。現地に着くまで眠かったけど、青い海を見たとたんに目が覚めました。

ほとんどの参加者が防波堤での釣りはしたことがあるけど、本格的な投げ釣りは初めて。

竿の持ち方、振り方、えさの付け方など基本から丁寧に教えていただきました。

7月 10日（日）内灘海岸 7月 18日（祝）内灘海岸

７月 25日      ７月 22日
河北潟放水路防波堤 倉部川で鮎釣り

7月 24日真鯛釣

7 月 25 日 美川沖ボート 海釣りセンター

釣り教室で釣った魚を持ち帰り、墨を塗って

直接法で魚拓をとってみました。

その魚拓で団扇を作りました。

初めての投げ釣り
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日本魚拓協会の藤田紫秋先生（富山県高岡市在住）に「稲田式色彩魚拓」を指導していただ

きました。（藤田先生は11月に稲田式色彩魚拓の家元に就任されました。）

教室は松任駅前の「市民工房うるわし」で 8月 1日、3日、8日、11日の 4回開催し、私たち中

学生 3人のほかにも、小学生や一般の方も色彩魚拓を見学・体験しました。

第 1回教室（8月 1日） 藤田先生の実演を見学しました

第 2回教室（8月 3日） いよいよ魚拓作り体験 魚の固定、紙の貼り方、基礎が肝心

第 3回教室（8月 8日） 初心者向けの鰈を素材にそれぞれが作品を作りました
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第 4回教室（8月 11日） 最後の教室では先生が大きな魚（鰤とマトウダイ）を用意して

くださり、大作にチャレンジしました。時間がかかりましたが

最後まで作ることができました！

                   

稲田式色彩魚拓会員として「雅号」をいただきました。この貴重な経験を忘れずに、これからも海や

魚の美しさをより身近に感じながら、カラー魚拓を作っていきたいと思います。

「雅号」・・・色彩魚拓を作るときの名前

白山市のケーブルテレビ

「あさがおテレビ」が取材にきました

鰤って、

こんなに大き

いんだね

真ん中に「的」のよ

うな模様があるから

マトウダイなんだよ
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平成２３年１０月２２日（土）～１１月３日（木・祝）、白山市立松任図書館において、

「色彩魚拓作品展」を開催しました。

＜図書館正面玄関ホールにて＞

左から＜マトウダイ＞＜鰤＞＜真鯛＞

＜鰈＞3枚と右側が＜ハチメ＞

多くの白山市民の方々が利用する

図書館・生涯学習センターの正面玄関

と休憩スペースで魚拓パネルを展示

させていただきました。

パネル傾いてない？

たぶんＯＫ

＜休憩スペースのギャラリーにて＞

夏の魚拓教室に参加してくれた一般の方々の

体験作品（鰺、鰈、ふくらぎ）や、

自分たちで釣った魚で拓した魚拓を素材にした

手作り団扇、小学生のお子さんが制作体験した

魚拓Ｔシャツを展示しました。

いろいろな魚拓の楽しみ方を見ていただけたと

思います。
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平成２４年１月１５日 県立音楽堂邦楽ホール

カラー魚拓を作ってみる

ことで、物事を観察する必要

さ、集中力の大切さ、観察し

たことを表現する楽しさを

学びました。

     松尾 百合奈

釣りが好きで、魚につい

てもっと詳しくなりたいと

思っています。色彩魚拓を

作るとき、魚の色にはとて

も複雑な色が含まれている

ということ、顔の形、ひれ

の形などいつも気づかなか

った部分まで詳しく観察で

きるようになりました。  

       長島 光希

　色をのせた和紙をそっと

はがすと、鱗の一枚一枚にも

生き生きと雄しく海を泳い

でいた魚の生息が写ってい

ました。魚に和紙を貼り塗料

の色を作るのも、重ねる色の

順番を守るのも、思ったより

ずっと難しく粘り強さが必

要でした。   

中山 允貴

大きな舞台で

緊張するなぁ…
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第１４回 子どもドリームフェスティバル事業実施要領

１ 事業概要

子どもたち（幼児～中３）に、グループで実現したい「夢」を募集し、その夢を仲間

や地域の人々と協力しながら子どもたちが主体となって実現する過程を通して、自分で

考え、判断し、決定し、行動ができる青少年の育成を図る。

２ 主 催 石川県 石川県健民運動推進本部

３ 後 援 石川県教育委員会

４ 事業内容

（１）『みんなでやってみたい私たちの夢』の募集

対 象 者 県内在住の幼児～中学３年生までの児童、生徒でつくる子ども会・

クラス・クラブ・部活動などのグループ（２人以上のグループであれ

ば形態を問わない。幼児の場合は親子のグループでも可）

応募方法 ハガキやＦＡＸ、電子メール、当本部のホームページ等で、グルー

プで実現してみたい夢を、簡単な説明を添えて応募する。

県内国公立・私立の小中学校（特別支援学校含む）へ、全児童・生

徒分の募集チラシ、募集ポスターを配付予定。

子どもの団体の世話をする大人が応募しても可。

応募条件 今年中に実現できるもの。石川県内でできるもの。

応募締切 平成２３年５月２０日（金）必着

選考委員等 関係団体代表により委員会を設置し、いくつかの「夢」を選考する。

選考時期 平成２３年６月中

（２）ドリームサポーター実行委員会による夢の支援

上記（１）により選考した「夢」の実現を支援するためのドリームサポーター実行

委員会を事業ごとに組織し、「夢」実現のために必要なサポート計画を作成するととも

に、子どもたちの活動を実際にサポートし、子どもたちが主体となった夢の実現を図

る。

（３）子どもドリームフェスティバル（体験発表会）の開催

「夢」の実現で得られた感動を分かち合い、努力や協調の大切さを広く県民に伝え

るため、子どもたちの自由な発表方法による、体験発表会を開催する。

平成２４年１月１５日（日）県立音楽堂邦楽ホールを予定
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「夢」の発表（１月１５日県立音楽堂邦楽ホール）

能登町立上町保育所すみれ組／津幡町立笠野小学校３・４年複式学級／和太鼓サークルバンブー

能登町立小木中学校生徒会／野々市市立布水中学校茶道部・ＴＫグループ／Ｍｉ３グループ
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活動メンバー１１７名

◆ みんなで作る私の夢カレンダー

能登町立上町保育所すみれ組（１２名）

浅井 聖皓 境谷 佳純 出村 朋実 石垣 翔夢 虎谷 敦志 岩住 和香 柿平 冬芽

一井 未来 浅井龍之介 鳥毛 佳将 下野 里実 横山 恭秀

◆ 震災や津波に備えて地域の防災計画を作りたい

能登町立小木中学校生徒会 （６２名）

石倉 稜大 石崎 佳祐 上野 大夢 太田 圭悟 奥成 太河 奥野 結衣 鍵主 淳樹

角 将太 坂口 大輔 新村 真由 新谷 怜司 須磨 惇 彦田 雄大 廣瀬 瑞起

松井 雄飛 南 美羽 山下 愛加 山本瑠璃奈 板谷 風花 上野 滉一 北野 智明

小関里佳子 坂下ひなた 桜井さやか 新谷 梓紗 新谷 和希 杉本 真理 高野 大輔

坂東 紗奈 東山 瑠花 広瀬 由奈 村上 綾 持平 拓朗 横山 実優 浅谷 友哉

石倉 大暉 石倉 裕真 石﨑 翔也 石崎 蓮 浦下 宗輝 浦下 祐輝 岡田 大地

角 裕希 角口 琳久 北野 亮太 坂口明日香 坂口 博紀 里出 眞寿 篠塚 祐希

須磨 巴 高野 寛大 瀧 稔未 津雲 亮祐 萩野 舞 波瀬未佳子 坂東 美玖

広瀬 彩 廣瀬 京香 松谷 智代 宮町 咲耶 藪下 彩 山本 瞬斗

◆ わたしたちの里山 笠野の森をリフォームしたい

津幡町立笠野小学校３・４年複式学級（１６名）

加藤 真弓 國本 歩央 滝川 華琳 寺本 陽乃 古本 拓磨 前田 魅来 松本満里菜

宮越 瞳 岩田 一駿 柴木 司 谷猪 泰紀 寺岡 希瑠 畑 愛里沙 道村 優心

渡邊 大輝 宮竹 智規

◆ 自分たちで手作りのお茶会を開きたい

野々市市立布水中学校茶道部（１３名）ＴＫ（金沢市 ２名）

新開 達基 新開 一葉 角谷 菜々 青見 夢乃 小杉 恵璃 餅木 健人 日裏あずさ

青山 一葉 青山 航大 新畑ももえ 池田奈々重 前田 泰葉 中野 佑香 米村 名央

瀬尾智代里

◆ 和太鼓で、震災被災地から避難してきた人たちを励ましたい

和太鼓サークルバンブー（金沢市 ９名）

高木 風樹 高木さつき 源 大介 池垣 実紀 池垣 慶悟 前田 晃輔 室川 幸

四ツ井 薫 四ツ井優日

◆ カラー魚拓を作りたい

Ｍｉ３（金沢市・白山市 ３名）

松尾百合奈 長島 光希 中山 允貴
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第１４回子どもドリームフェスティバルを終えて
－ 各実行委員会からの意見（抜粋） －

○ 子ども達の様子・成長について

・大勢の人前で発表することで、ドキドキを克服し、ものごとをやり遂げる力がついた。

・本物の場で実体験したことで自信がつき、何ごとにも根気よく取り組めるようになった

・がんばる、やってみる、続ける、思いやりや感謝するという気持ちを持ち、心の成長がみられた。

・自分たちが住む地域のことを考えた取り組みだったのでとても意欲的に頑張れた。

・活動を周りから評価されることによって自信を持って取り組めるようになった。

・子どもたちと地域の人たちが繋がるきっかけになった。

・「夢」をもって具体的に動けば少しずつ前進し、やがて「夢がかなう」という体験ができ、自信を持てた。

・夢をかなえるためにはまず、自分が動かないことには何も始まらないこと、みんなで協力する必要があるこ

と、自分たちだけでできないときは周りに協力してもらうことなどを実感して学んだ。

・どうすればもっと上手に発表できるかを自分たちで考えて行動できた

・頑張ればがんばるほど成果がでるということがわかり、積極性が身についてきた。

・周りの人たちに支えられ、感謝する気持ちが身についた。

・みんなで協力して取り組むチームワークの大切さを感じ、先輩と後輩が協力できた。

・日頃みんなの前で話すことが苦手な生徒が、舞台の上で大きな声で発表できて素晴らしかった。

・学校内だけではできない体験で、生徒が大きく成長したと感じる。

・達成感と反省を繰り返し、常に前向きな姿勢が見られた。

・太鼓に真剣に取り組み、みるみる上達した。ひとつのことを達成した満足感からとてもイキイキしていた。

・太鼓を通して震災で被害にあった人たちを意識するようになった。

・みんなと心を合わせたり、仲間に心を寄せたりということが、練習や演奏を通してできるようになった。

・音楽堂での発表では、どの子も瞳に意志があらわれ、キラキラした目で演奏できた。「本物」を体験すること

は子どもの成長にとって有意義だと思う。

・大舞台での発表（プレゼン）の仕方を学び、自信がついた様子だった。

○ 大人達の様子・感想について

・たくさんの人から「いいね」「よかったよ」と声を掛けられてうれしかった。

・発表する姿を見て感動した、親子でよい思い出になった。貴重なすばらしい体験ができた。

・あたたかく協力してくれた受け入れ先にも感動し、感謝した。

・このような体験を多くの子どもにさせてあげたい、と思った。

・子どもたちのアイデア、発想力のすばらしさに驚かされた。

・大人としても、地域・町内活動のなかで子どもたちのハザードマップを掲示するなど活用し、行動したい。

・子どもたちを応援するはずの自分が、努力を厭わない子どもたちの取り組みをみて元気をもらった。

・大人からの少しのアドバイスで、子どもたちが自ら考え話し合ってより良いものになっていき、子どもの持

てる力のすばらしさを実感した。

・子どもの発想力を感じ、もっと伸ばしてあげたいと思った。

・大人が真剣にかかわると、子どもは応えてくれるとあらためて感じた。

・子どもたちの頑張る姿に成長を感じ喜び、助け合いながら活動できた。

・音楽堂の舞台も演出もすばらしく、発表を通して大人もいろいろな経験をして学ぶことが多かった。

・自分たち以外の、ほかの団体の発表もよかった。もっとたくさんの人に見てもらえると良いと思った。
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第１４回

平成 23年度発表記録集

石川県健民運動推進本部

能登町立上町保育所すみれ組

津幡町立笠野小学校３・４年複式学級

和太鼓サークルバンブー（金沢市）

能登町立小木中学校生徒会

野々市市立布水中学校茶道部／ＴＫグループ

Ｍｉ３グループ（白山市、金沢市）
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