
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日  平成 25年 1 月 20 日（日）13：30～15：45 

会場  石川県立音楽堂邦楽ホール 入場無料 

主催  石川県 石川県健民運動推進本部 

後援  石川県教育委員会 

 

石川県健民運動推進本部 

〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１丁目１番地 石川県県民文化局県民交流課内 

電話 ０７６－２２５－１３６５  ＦＡＸ０７６－２２５－１３６３ 

ホームページ http://www.pref.ishikawa.jp/seikatu/kouryu/ 

メール kouryu@pref.ishikawa.lg.jp 最新情報はツイッターで 

 

 

 

 
健民運動シンボルマーク 
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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性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、地域の人々や専門家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１５回目を迎えました。 

 今年度は県内各地から１１２件の夢の応募があり、どれも実現してほしいと思う「夢」ばかりでしたが、そ

のなかから５つの夢を選定しました。 

 子どもたちは夢の実現に向けて、ドリームサポーターや地域の皆様のご協力のもと、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、子どもたちをサポートした大人たちも、夢の実現

という共通の目標に向けて力を合わせ、これを契機に保護者同士のつながりや、地域の子ども会活動

等が活性化したことも大きな成果であります。 

 本日の発表会は、今年度の子どもたちの「夢の実現」の集大成です。本日お越しいただいた皆様方に

は、子どもたちに温かく、大きなご声援をお願いしますとともに、子どもたちが「夢」の実現によって得ら

れた感動を共感していただければ幸いです。 

 

                             石川県健民運動推進本部 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇ プ ロ グ ラ ム ◇◇◇◇◇◇ 

 

１ 開  会（１３：３０） 

２ あいさつ  石川県健民運動推進本部長 谷 本 正 憲 

                         （石川県知事） 

３ 「夢」の発表（１３：４０～１５：４０） 

第 1 部  １３：４０～１４：４０ 

（休憩） 

第 2部  １５：００～１５：４０ 

４ 閉  会（１５：４５） 

 

 



「夢」の発表内容 
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部 

１ 本格的な舞台で日舞を発表したい            メロン幼稚園年長組 

年長児が一年を通して専任の指導者のもと日本舞踊を練習しています。その姿は小さい組の子ど

もたちのあこがれの的です。これまで頑張って練習した成果を、本格的で素敵な舞台で発表して、

お父さんお母さん、みなさんに見ていただきたいです。 

春～秋 練習   ９月 祖父母参観   福久ケアセンターを訪問して披露    

１１月２３日 尾山神社で発表会   １１月２６日 明成幼稚園で発表会   

１２月２日 お遊戯会 など、たくさんの人に踊りを見ていただきました。 

２ ビー玉などを転がすからくり装置を作りたい     七尾市立石崎小学校２年生 

テレビ番組でビー玉などを転がすからくり装置が動くのを見て興味をもった子どもたちが、いろい

ろアイデアを出し合って、お父さん、お母さん、地域の方々に作り方を教えてもらいながら実際に自

分たちの「からくり装置」を完成しました。 

７月 からくり装置のアイデアまとめ   ８～９月 からくり装置の制作 

１１月７日 「石小の集い」で学校のみなさん、お父さんお母さんや地域のみなさんに 

完成した「からくり装置」をお披露目しました。 

３ 大きなステージでリズムダンスを踊ってたくさんの人に見てもらいたい 

                ドリームパワーde ジュニア☆リズムダンスチーム 

年中組から小学６年生まで、みんな踊るのが大好きなメンバーで、毎週練習してきました。みんなで

心を合わせて、大好きな曲で元気いっぱいのリズムダンスを大きなステージで踊って、たくさんの人

に楽しんでもらえるとうれしいです。 

７月２８日 飯山町納涼祭   ８月４日 羽咋まつり   ８月５日 石川子ども芸術祭 

９月１日 千里浜児童センター発表会   1０月１４日 リズムダンスフェスティバル 

１０月２０日 子育て支援メッセ   １０月２１日 邑知敬老会など、たくさん出演しました。 

              （ 休 憩 ２０分間 ）  

 

 

 

第 

 

 

２ 

 

 

部 

４ 手作りのミュージカルを発表したい   子どもミュージカル劇団こんぺいとう☆ 

お菓子のこんぺいとうのように、色も形もちがう子どもたちの個性がひとつのチームになって、 

うた、エレクトーン、ダンス、おしばいを取り入れた手作りのミュージカルを発表します。 

７～９月 練習   １０月１４日 市民センターフェスティバル（小松市民センター） 

１０月２０日 子育て支援メッセ（産業展示館）   １１月１８日 紅葉まつり（せせらぎの郷） 

１２月９日 わくわくオンステージ（小松平和堂） に出演しました。 

５ 学校の池を生き物がすめるビオトープにしたい    白山市立石川小学校５年生 

学校には４０年くらい前に作られた「久遠の泉」と呼ばれる池がありますが、手入れされていません

でした。メダカやホタルなどを呼び戻したいという子どもたちの気持ちが、池をビオトープに整備す

る計画のきっかけになりました。 

９月 ビオトープのアイデアを募集して専門家に相談 

１０月 専門家のアドバイスを受けながらビオトープの設計  １１～１２月 ビオトープづくり 

１月 完成したビオトープを地域の方々にお披露目しました。 



 

活動メンバー １９０名 

◆本格的な舞台で日舞の発表をしたい           メロン幼稚園年長組（６０名） 

粟森  怜 川口 菜々子 北瀬 大聖 木下 翔太 蔵本 健斗 小畑 裕司 坂井 想那 

清水 大雅 杉浦 圭亮 鈴木 姫菜 津元 琉維 寺本 悠人 中山  優 野田 雅斗 

延村 華倭 畠中 陽菜 離  歩果 林  千夏 日根野 悠也 藤田 圭吾 前  結心 

松澤 龍希 松嶋 悠布 松本 桃里 宮  萌夏 本  夕奈 森田 陸斗 安井 滉揮 

矢田 玲士 吉谷 優衣 吉本 汐姫奈 池田  奨 氏島 美夏 大多  翼 大西 悠登 

奥村 莉子 川合 海璃 木下 翔誠 窪田 成剛 坂井 勇斗 新谷 芽生 曽田 蓮華 

田中 稚空 田町 倖千 恒吉  樹 出口 茉寛 中田 悠月 中村 瞭太 長谷川 結飛 

樋口 倖輝 藤井 咲帆 牧野 達志 松山 壮登 水上 紡希 道  蓮恩 宮森 花音 

毛藤 嘉偉 元林 七海 安田 周生 山野 ななみ    

◆ビー玉などを転がすからくり装置を作りたい     七尾市立石崎小学校２年生（３４名） 

池﨑 治憲 石倉 涼雅 板谷 駿輝 井上 咲和   大瀧  匠 大根 幸宗 大松 美咲 

柿島  柊 木下  渚 楠  士門 小西 奈央斗 鹿山 樹里 鹿山 拓人 清水 心羽 

竹田 愛子 竹田 優菜 竹田  睦 武元 唯菜 達  来幸 田中 麻生 長田 颯志 

中西  樹 中西 海希 中西 凪斗 中西 勇汰 鍋田 郁斗 平山 湧翔 船本 颯汰 

牧野 姫那 森崎 修斗 吉田 有梨亜 横濱  暖 格矢 優花 高橋 樹仁弥  

◆大きなステージでリズムンダンスを踊ってたくさんの人に見てもらいたい  

                ドリームパワーde ジュニア☆リズムダンスチーム（３８名） 

大野 阿加莉 小澤 侑加 河島 ひなた 杉浦 心咲 山本 聖白 堀田 茉絋 麻生 京花 

若部 結凪 河島 郁弥 大野 阿由莉 立畠 朱莉 杉浦 正汰 夏嶋 里帆 松井 心夾 

後石原 彩奈 山田 悠貴 水口 友梨 小澤 虎生 大野 愛代莉 小路 航平 寺島 未夏 

寺島 美穂 平場 いおり 平場 朱月 池田 莉愛 立畠 由菜 村山 乃朱 谷内 智哉 

端谷  花 碓井 杏菜 平場  漣 栄 さくら 永長 佑都 小澤 彩葉 塩谷 美喜 

松井 心夾 石山 奈穂 天内  葵     

◆手作りのミュージカルを発表したい    子どもミュージカル劇団こんぺいとう☆（８名） 

北川 乃彩 齋藤 ひかり 杉山 広弥 高橋 眞平 有賀  凛 有賀  雅 南 薫之花 

南 葉弥太       

◆学校の池を生き物がすめるビオトープにしたい    白山市立石川小学校５年生（５０名） 

新野 愛夏 石川  陸 浦辻 夏帆 川下 冬矢 雁行 七羽 絹谷 穂月 久保 大雅 

久保 芳之 小西 聖羅 髙田 佑哉 工  美月 田中 優里愛 鶴来 里衣菜 出村 海斗 

永島 小鈴 野村 海斗 野村 俊介 野村 祐莞 早本 光輝 東出 賢征 藤田 絵里花 

村本 大河 森  千夏 山  雄紀 横川 歩未 秋月 希咲 荒地 美咲 磯賀 七海 

牛木 豊時 鍵 亜弥斗 金森 翔也 黒橋 明日加 小柳 佳太 斎藤 綾南 島田 祐奈 

島村 未羽 高橋 花暖 寺尾 陸人 野口 遥平 野澤 琉星 福田 彩文 増山 可恋 

松村 樹理 水尾 良輔 三谷 紗代 三谷 有輝 山岸 大輝 山崎 槙也 和田 拓海 

長原 和椰       

 


