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子どもの夢実現サポート事業実施要領 
 
１ 事業概要 

本県の未来を担う子どもたちが日頃抱いている「夢」を募集し、仲間とともに地域の

人々の協力を得ながら、子どもたちが主体となって「夢」を実現できるよう支援すると

ともに、それぞれの地域において発表会を開催することで、子どもたちの自発的で創造

性豊かな心を育み、社会への参加意欲を高めることを目指します。 
 
２ 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 

 
３ 事業内容 
  応募のあった「夢」の中から支援する「夢」を選考し、実現に必要な活動費をグルー

プ人数に応じて助成します（最大２０万円）。選考された「夢」の実現に向けては保護者

等の身近な大人がドリームサポーターとして実行委員会を組織し、「夢」の実現に必要な

サポート計画を作成するとともに、子どもたちが主体となった夢の実現をサポートして

いただきます。 
 
４ 『みんなでやってみたい私たちの夢』の募集・選考 

応 募 資 格 ：県内在住の中学３年生までの子ども３人以上のグループ（子ども会、ク

ラス、クラブ、部活動などグループの形態を問わない。幼児の場合は親

子のグループでも可） 
応 募 方 法 
 

：「子どもの夢実現サポート事業」案内チラシ裏面の応募用紙（当本部ホ

ームページにも掲載）を使用してください。必要事項が記載されていれ

ば、ハガキやＦＡＸ、電子メール等でも可。 
応 募 条 件 ：翌年１月末までに石川県内で実現でき、 

それぞれの地元において夢の実現発表ができるもの。 
応 募 締 切 ：平成３０年７月１２日（木）消印有効 

選考委員等 ：子ども・若者活動推進委員会本部員による選考委員会を設置し、応募の

あった中からこの事業により支援するにふさわしい「夢」を数件、選考

する。 
選 考 時 期 ：平成３０年７月下旬頃 

    
５ 夢の実現地域発表会 

地域住民との交流を通じて子どもたちの社会への参加意欲を高めるため、夢の実現

発表を地元で開催していただきます。 
 

６ 記録集の作成 
   「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、夢の実現の記録集を作成します。 
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は じ め に 
 

「子どもの夢実現サポート事業」は、明日の石川県を担う青少年の自発的で創造性

豊かな心の成長を願い、日頃子ども達が抱いている、仲間とともに実現したい「夢」

を募集し、支援することで、地域の人々や専門家のサポートを受けながら、子どもた

ち自身の力で「夢」を実現してもらうものです。 
 
今年度は、県内各地から２５件の夢の応募がありました。どれも実現して欲しいと

思うものばかりでしたが、その中から５つの夢が選ばれ、子どもたちは、実行委員会

をはじめ地域の皆様のご協力のもと、「夢」の実現に向けて様々な活動に取り組みまし

た。 
また、大人たちが協力して取り組むことにより、子ども会活動やクラブ活動など、

青少年健全育成のための地域活動が活性化したという声もいただきました。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。 
子どもたちが「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

思われますが、各地域で行われた「夢」の実現地域発表会では、地元の方が大勢かけ

つけるなど地域をあげて盛り上がり、また、子ども達はそんな大勢の観衆にも臆する

ことなく、生き生きと自信にあふれた姿がみられました。 
 
子どもたちには、この「子どもの夢実現サポート事業」を通して得られた、地域の

人たちとのつながりの大切さ、夢を持ち、その実現に向けて仲間とともに努力するこ

との素晴らしさを忘れないでほしいと思います。また、保護者や周囲の大人の皆様に

は、今後とも子どもたちの健やかな成長を温かく見守り、励まし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３１年３月 
 

石川県健民運動推進本部 
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かっこいい和太鼓コンサートをしたい
◎グループ名　　
　ＤＳＪ（ダイアスーパージュニア）コンサート実行委員会
◎夢の内容
　照明や音響を使ったかっこいいコンサートをしたい。
◎夢の理由
　石川県で盛んな和太鼓の魅力を友達やたくさんの人に知ってもらうために、照明や音響を使っ
たかっこいいコンサートをしたいと思い応募した。
◎事業の内容
　所属しているチームや他の子供グループを誘って、皆で協力してコンサートを開き、地域の方
に披露する。

◎経過

月　日 区　分 活動内容

８月 実行委員会の組織作り

・計画の細案作成と役割分担
・ドリームサポーター（指導者）の決定
・会場の決定
・他の子供チームに出演依頼
・お稽古

９月 夢の実現に向けての諸準備

・案内状・ポスター作成
・ポスターの掲示
・プログラム作成
・コンサート内容についての検討
・お稽古

９月２３日 本番練習 ・リハーサル

１０月 夢の実現に向けての諸準備 ・衣装等の最終確認
・お稽古

１０月１３日 夢の実現地域発表会
～「和太鼓コンサート」開催～

・大舞台で夢の成果の発表
・和太鼓演奏披露

◎役割分担

◇子ども達
チラシ作り、プログラム作り、ポスター作り、
ゲスト出演依頼、ゲストへの御礼メッセージ準備、
リハーサル

◇実行委員
計画作成、活動補助、舞台演出（照明・音響）、
会場準備、記録（写真・ビデオ）、プログラム作成、
会計

☆ドリームサポーター
山田瑞恵先生（太鼓演奏指導・舞台演出）
演奏指導：ＤＩＡ＋（ダイアプラス）、花の宴（はなのえん）
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コンサート決定!!

チラシ作り

コンサートに向けて練習を本格的にスタ

ートしました。

初めての体育館練習・・・

たくさんの人に来てもらうために手書きでチ

ラシを作りました。みんなで話し合って、何

度もデザインを練り直しました。

ようやく完成・・・☆

メンバーの気持ちも盛

り上がってきました～
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リハーサル

プログラム完成

一人一人が演奏する曲に対す

る思いを作文してプログラム

に入れました。気持ちを言葉で

表現するのは難しかったけど、

一生懸命考えました。

写真撮影は、ＤＯＫＩ♥ ＤＯ

ＫＩ♥

先生や先輩方にアドバイスをもらいながら、

最高の舞台にするために細かなところまでこ

だわって調整しました。本番が待ち遠しい!!
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夢が実現してたまらなく嬉し

かったです。「夢は叶う」この

気持ちを忘れずにこれからも

頑張ります。

いよいよ始まるよ。

みんなで心を一つに、

エイエイオ～!!

ドキドキの本番

チカモリ太鼓、ＤＪ（ダイアジュニア）、Ｄ

Ｋ（ダイアキッズ）のみんなも一緒にコンサ

ートを盛り上げてくれました。大きな舞台で

かっこいい照明の中で演奏できて気持ちよ

かったです。
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大成功!バンザ～イ
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このＤＳＪメンバーで最強で

最高な演奏を沢山のお客さん

に見てもらえて、とても嬉しか

ったです。 KAON

沢山の人の力があって自分た

ちが、このコンサートを成功す

る事ができ、その事を忘れては

いけないと思う事ができまし

た。ＤＳＪのはじめの一歩で色

んな事に気付きＤＳＪの成長

に繋がるいい思い出になりま

した。沢山の方に感謝です！！

HARUNA

コンサートを終えて

コンサートを終え私はとても達

成感を感じました。コンサートを

やり遂げる迄は大変な事も沢山

あったけど、コンサートを見に来

て下さった方々が「良かった

よ！」と言ってくれて沢山の方に

感謝の気持ちでいっぱいで

す！！ MIYU

このコンサートでは沢山の感謝を

感じる事ができました。いつも送り

迎えをしてくれる両親、私達の為

に、沢山教えて下さる先生や先輩方

そして見てくれたお客様と、今まで

支えてきてくれた方々に感謝の気

持ちでいっぱいです。沢山の笑顔が

見られたこのコンサートは一生の

思い出です。楽しかったです！！

MEGU

沢山の方に支えられて、この９人

でしかできない最高のコンサー

トができて、とても嬉しかったで

す。 YU-KA

初の単独コンサート大成功で終

わる事ができました！沢山の人

の支えがあったから実現できた

このコンサート…支えて下さっ

た全ての方、本当にありがとう

ございました。 HARUHI

９人でしかできない演

奏をお客さんにお届け

できて嬉しいです。

KIZUNA

僕は、あまりチラシ作りで案を出

せなかったり・・・演奏でもまだ

まだへただったので、もっと練習

をしてまた皆でコンサートをし

たいです YUZUKI

自分の思い描いた通りのコ

ンサートになりＤＳＪ・Ｄ

Ｊ・ＤＫ・チカモリ太鼓の

皆で最高のコンサートにな

りました。お客さんにも沢

山来て頂き本当に嬉しかっ

たです。感謝の気持ちでい

っぱいです。ありがとうご

ざいました。 YUSEI

子供達と共に夢を叶える。

この度は沢山の方々のお力を頂きコンサート開催という大きな夢が叶えられた事、心より感謝いたしま

す。野望を実現していくこと理想を現実に変えていくこと、そして夢を目標に変え仲間と力を合わせ一つ

一つ大きな夢の詰まった荷物を背負い一歩一歩ゴールへと向かう。そんな子供達の姿を見て、この形が子

供達の未来を作り、新たな時代を作り新たな形で日本の良き文化、そして子供達の情熱が次の世代へと伝

承されて行くものだと感じました。「一歩踏み出す勇気」子供達と未来を創造して行く機会を頂けたこと

で、次の一歩へと前進し挑戦し続けるという大切な事を実感し支えて下さった皆様に感謝の気持ちを伝え

たいと思います。「子供達の最高の笑顔が私達大人の更なる夢を創造する」そんな最高の宝物に気づけた

コンサートでした。 山田 瑞恵
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ハロウィンパレードをしたい
◎グループ名
　ハピネス
◎夢の内容
　たくさんの友達と一緒に自分たちの地域でハロウィンパレードをしたい。
◎夢の理由
　以前、他の地域で参加したハロウィンパレードがたのしかった思い出があり、自分たちの地域
でも友達と一緒にハロウィンパレードを開催し、仮装を通じて大人も子供も盛り上がり、地域が
笑顔いっぱいになれば良いなと思い応募した。
◎事業の内容
　参加者を募集し、みんなで協力してパレードの会場を飾るガーランドや、パレードで使うお菓
子バッグを作成する。当日は、子どもたち自身が会場の飾り付けを行い、みんなで楽しくパレー
ドをする。

◎経過

月　日 区　分 活動内容

８月 実行委員会発足
・実行委員会組織づくり
・計画の細案作成と役割分担の打合せ
・ドリームサポーター決定

９月 活動に向けての諸準備

・参加者募集、案内チラシ、ポスター作成
・パレードコース決定
・ハロウィンギフトの内容決定、発注
・バルーンアートの依頼、内容打合せ
・サンダー君、はく太郎君に参加依頼
・吹奏楽演奏依頼、打合せ

９月３０日 みんなで集まり、工作 ・手形アートのガーランドとお菓子バッグ制作

１０月 パレード準備

・チラシ配布、ポスター掲示、資料整理
・パレードについての最終確認
・会場の飾り付け、バルーンアートの打合せ
・当日の流れについて資料作り、打合せ

１０月２７日 ハロウィンパレード ・親子でハロウィンパレード

１１月 壁新聞作り ・感想を書いて、写真を貼り壁新聞制作

◎役割分担

◇子ども達
ガーランド、お菓子バッグ作り、会場飾り付け

◇実行委員
計画作成、活動補助、会計、記録

☆ドリームサポーター
夢ひとみ（バルーンアート講師）、羽咋中学校吹奏楽部、羽咋警察署（ハク太郎くん）、
コスモアイル羽咋（サンダーくん）
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ハロウィンで地域交流大作戦！
◎グループ名　　　
　石引ドリーム実行委員会
◎夢の内容　　　　
　ハロウィンの仮装をして、地域のお年寄りの家を訪問し交流を深める。
　仮装コンテストでは、自慢の仮装と楽しいパフォーマンスをたくさんの人に見てもらう。
◎夢の理由
　日頃、地域のお年寄りとの交流が少ないと思い、ハロウィンの仮装をして地域のお年寄りの家に訪
問してゲームをするなど、みんなで一緒に楽しいことをしたいと思い応募した。
◎事業の内容
　ハロウィンの仮装をして地域のお年寄りの家を訪問し、歌やゲームなどの交流をしてお菓子をもらう。
　その後みんなで公民館に集まってチーム対抗仮装コンテストを開催し、自慢の仮装と楽しいパフォー
マンスを多くの地域の方々に披露する。

◎経過

月　日 区　分 活動内容

８月 実行委員会の組織づくり
・事業計画の打合せ
・活動計画の作成
・子どもリーダー会議

８月～１０月 活動に向けての準備
・ちらし作成、参加者募集
・説明会開催
・訪問先決定（民生委員、老人施設にお願いした）

１０月 交流準備
コンテスト練習開始

・コンテスト舞台装飾打合せ
・交流準備
・コンテスト練習（～１１月）

１１月 お宅訪問、コンテスト開催準備

・お年寄りへお手紙作成、配布
・訪問先地図作成
・ポスター、プログラム作成
・訪問先へお願い、説明

１１月２２日 前日準備 ・コンテスト進行打合せ
・コンテスト会場設営、舞台装飾

１１月２３日 「ハロウィンで地域交流大作戦！」 ・仮装し、グループごとにお年寄り宅訪問、交流
・小立野公民館ホールにて、仮装コンテスト開催

◎役割分担

♢子ども達
パフォーマンス・仮装衣装決め、お年寄りとの交流
内容考案、チラシ・ポスター・プログラム作成

♢実行委員
活動補助、計画作成、協力者依頼、会計、引率

☆ドリームサポーター
小立野町会連合会、小立野公民館、小立野母親クラブ、石引少連、小立野民児協、民生委員、老人施設、
金沢美大ワークショップ部「ちきゅう」

− 14 −



ハロウィンで地域交流大作戦！ 

 
 
 

➀小立野小学校区（石引）って、どんなところ？ 

  ・３５の町会 

  ・石引商店街…にぎわいの低迷 

  ・お年寄り世帯が多い 

 

②夢の実現に至った経緯     

              

 

  

        

 

 

 

 

 

 

  ハロウィンの仮装姿で地域の高齢者宅を訪問し、 

  ゲームなどの交流をして、お菓子をもらう。 

      ➡ 公民館で仮装コンテスト 

 

地域みんなで 

楽しいことを 

やってみよう！ 

・子どもたちの 

    希望 

・地域の 

   高齢者 

背景 

プロジェクトのコンセプト 

お母さん達が立ち上がった 

石引ドリーム実行委員会 
発
足 

 ハロウィン 

 やりたいな！ 

 
 

➡
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 ➀参加グループ募集 

 

 ②グループごとに仮装と交流方法を立案 

 

 

 

 

 

 ③５町会の民生委員さんに 

   お年寄りを紹介してもらう 

        ⇩ 

   コース決め、あいさつ、お菓子預け 

  

 ④いろんな人をまきこんで 

    コンテストの準備 

 

 

 

 

 

 

企画・準備 

歌 
♬ 

ゲーム 

紙ずもう 

自己紹介 

じゃんけん 

最初は乗り気じゃなかった人も… 

戸惑い 

 あり 

期待も 

 あり 

舞台装飾は 

    まかせて!! 

絵描きます!! 

司会します!! 
ビデオ 

  とります!! 

− 16 −



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしていよいよ 

  当日 

訪問 
  ＆ 
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小さい折り鶴をつなげて巨大な折り鶴をつくりたい
◎グループ名
　宮っこTenzu
◎夢の内容
　平和への願いをこめ、小さい折り鶴をつなぎ合わせた巨大な折り鶴の作品をつくり展示する。
◎夢の理由
　学校で戦争の学習をした際に【平和＝折り鶴】のイメージから
　折り鶴に平和の願いを込めて何か表現出来る事はないかと考え夢が膨らんだ。
◎事業の内容
　① 1ｍ× 2ｍの額に小さな鶴を繋げたモザイクアートの作成
　② 3ｍ× 3ｍの巨大な紙で折った立体鶴に折り鶴を貼り付けたオブジェの作成

◎経過

月　日 区　分 活動内容

８月２８日 第 1回実行委員会 実行委員会設立・役員決め・事業説明
スケジュール確認

９月２６日～ 第 2回実行委員会
役割確認・デザイン決定
材料仕入れ・折り鶴教室開催（折り方の周知）各自
折り鶴制作

１１月８日 第 3回実行委員会 進捗状況確認・折り鶴の収集・組立て・選別作業・
工程の説明（平面画：鶴を繋げる）

１１月１８日 立体鶴の下地折り作業 3ｍ×3ｍの巨大な紙で鶴を折る

１１月２８日 交流事業 能美国際交流協会との折り鶴教室・平和についての
意見交換会

１２月２４日 第 4回実行委員会 平面鶴の組立て作業・チラシ案決定
発表内容の検討

１月１４日 第 5回実行委員会 立体鶴の組立て作業・司会打ち合わせ・壁紙新聞
作成・発表内容の確認、練習

１月１９日 発表会場の設営・リハーサル

１月２０日 完成式および発表会 夢の実現成果発表

◎役割分担

◇子ども達
平面鶴のデザイン画作成・鶴を折る作業・立体鶴を
折る作業・交流会での折り鶴教室の運営

◇実行委員
計画の立案補助・部材仕入れおよび会計・鶴を折る
作業・交流会の手配・チラシ作成・作品の保管およ
び運搬にかかる補助・発表会向けスライド作成等

☆ドリームサポーター
古川継さん【デザイン画の図面おこし・額の手配等　制作における指導】
南口早世さん【折り紙教室の講師・子供たちの発表に関する指導】
中田紀子さん【発表会当日司会】
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能楽をいろんな人に広めたい
◎グループ名
　野々市子ども能楽教室
◎夢の内容
　能楽の発表会・ワークショップを行い、子どもたちが能楽の魅力を地域の皆さんに伝える
◎夢の理由
　僕は能が大好きです。わけは、仕舞や謡、太鼓と色々なことができ、どれも楽しいからです。
発表会で、着物を着ると、特別な気分になります。こんなに楽しい能を、地域の人や、海外から
来た人に伝えたいです。（地域発表会で発表した「夢への思い」を元に構成）
◎事業の内容
　地域での能楽ワークショップを通して、能楽の仲間（観る人と演じる人）を増やす。

◎経過

月　日 区　分 活動内容

２０１８年
８月

実行委員会の組織作り
定例のおけいこ

・事業計画の打合せ、役割分担決め
・9/1発表会に向けたおけいこ

９月１日 能楽発表会 ・舞遊殿で仕舞、謡の発表

９～１０月 実行委員会、定例のおけいこ ・10/20 発表会に向けたおけいこ
・10/20 発表会について相談・準備

１０月２０日
能楽発表・ワークショップ
「日本の伝統文化に学ぶ～はじ
めての能楽とお茶会を楽しむ～」

・粟田公民館で仕舞、謡の発表
・ワークショップ（仕舞・謡・楽器体験）

１０～１１月 実行委員会、定例のおけいこ ・11/12 発表会に向けたおけいこ
・11/12 発表会について相談・準備

１１月１２日
野々市こどもセンター放課後子ど
も教室　能楽体験

・情報交流館カメリアで仕舞、謡の発表
・ワークショップ（仕舞・謡・太鼓体験）

１１～１月 実行委員会、定例のおけいこ ・1/27発表会に向けたおけいこ
・1/27発表会について相談・準備

２０１９年
１月２７日 地域発表会 ・県立能楽堂別館で仕舞、謡の発表

・ワークショップ（仕舞・謡・楽器・能面体験）

２月 実行委員会、定例のおけいこ ・壁新聞作成

◎役割分担

◇子ども達
仕舞・謡発表、仕舞の紹介、仕舞体験のサポート

◇実行委員会
計画作成、発表指導、活動補助、記録、会計

☆ドリームサポーター
野々市能楽愛好会のみなさん（発表会での地謡、お囃子、太鼓体験の指導、子どもたちの着物の着付け）
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 々市子ども能楽教室 

能楽をいろんな人に広めたい 
 

私たちは、毎月２回土曜日に、 々市市情報交流館カメリアの和室で、仕舞と謡のけいこ

をしています。指導は 々市市文化協会・能楽愛好会のみなさんがしてくださっています。 

年に 2～3 回、発表の場があります。お友達に、「能楽を習っているよ」、「発表会に来て

ね」と言っても、「能楽って何？」、「変わった習い事だね」と返ってくることが多いです。

能楽の楽しさを何とかして伝えたいと思い、子どもたち自らが発表会のときに曲の説明をし

たり、ワークショップでの指導ができるよう練習したりして、夢の実現のために頑張りまし

た。 

 

ふだんのおけいこの様子 

 

新入りの子どもたちが「老松」をけいこし

ています。 

両端の先輩の子どもたちは、仕舞を教える

けいこです。 

 

舞遊殿 こけら落とし 2018年 9月 1日 

木戸先生のご自宅中庭の能舞台が完成し、こけら落としとして、発表会をしました。 

地域の方や学校の先生に見ていただきました。ケーブルテレビの取材もありました。 

  

「高砂」の仕舞です。中庭越しに観る舞台な

ので、雨上がりの木々の葉もきれいです。 

「安宅」の仕舞です。弁慶になりきっています。 

３・４
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粟田公民館 ワークショップ 2018年 10月 20日 

公民館の「日本の伝統文化に学ぶ～はじめての能楽とお茶会を楽しむ～」という企画に参

加し、町のみなさんに仕舞、謡、太鼓を体験していただきました。 

  

最初は扇の持ち方、開き方からおけいこし

ます。うまく開くことができたかな。 

仕舞の体験です。「老松」という短い曲ですが、

意外に難しいです。 

  

手前では太鼓の体験を、奥では小鼓の体験

をしています。 

謡の体験です。おなかから声を出すので健康にも

いいそうですよ。 

 

【参加したみなさんの感想】 

「思ったより楽しく見ることが出来た」 

「能楽へのイメージが変わりました」 

「子どもたちの真剣な顔、はりつめた空気がよかったです」 

「太鼓のたたき方（打ち方）を覚えると楽しいし、音がすばらしい。小鼓も音がでればすば

らしい音です。思っていたよりすばらしい音でした。」 

「また機会があれば参加したいです」 
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粟田公民館 ワークショップ 2018年 10月 20日 

公民館の「日本の伝統文化に学ぶ～はじめての能楽とお茶会を楽しむ～」という企画に参

加し、町のみなさんに仕舞、謡、太鼓を体験していただきました。 

  

最初は扇の持ち方、開き方からおけいこし

ます。うまく開くことができたかな。 

仕舞の体験です。「老松」という短い曲ですが、

意外に難しいです。 

  

手前では太鼓の体験を、奥では小鼓の体験

をしています。 

謡の体験です。おなかから声を出すので健康にも

いいそうですよ。 

 

【参加したみなさんの感想】 

「思ったより楽しく見ることが出来た」 

「能楽へのイメージが変わりました」 

「子どもたちの真剣な顔、はりつめた空気がよかったです」 

「太鼓のたたき方（打ち方）を覚えると楽しいし、音がすばらしい。小鼓も音がでればすば

らしい音です。思っていたよりすばらしい音でした。」 

「また機会があれば参加したいです」 

 

こどもセンター放課後子ども教室 能楽体験 2018年 11月 12日 

放課後子ども教室に参加している小学１～３年生が、仕舞と太鼓の体験をしました。初め

て能に触れるお友達が多く、最初は扇の開き方に苦戦する場面も。太鼓は楽しそうに打って

いました。 

  

先生の「船弁慶」の迫力に、みな圧倒され

ていました！ 

仕舞の体験です。扇をかざして・・・ 

 

【参加したみなさんの感想】 

「しまいをうたいながらおどって（舞って）みたいです」 

「おどり（仕舞）をみるのがたのしかったです」 

「たいこをたたいた（打った）のがおもしろかった」 

 

地域発表会：県立能楽堂別館 ワークショップ 2019年 1月 27日 

たくさんの方々にご来場いただき、楽しいワークショップとなりました。 

いろいろな体験を通して能に触れることで、能のことを少し知っていただけのではないで

しょうか。今回の体験で能に興味を持っていただけたらうれしいです！ 

  

いよいよスタートです。大勢のお客様の前で

の自己紹介、ドキドキしました。 

仕舞「鶴亀」です。皇帝になった気持ちで舞えた

かな。 
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仕舞「胡蝶」です。蝶々の精が可憐に舞ってい

ます。 

仕舞「猩々」です。お酒好きの妖精が壷からお酒

をくんでいるところです。 

  

仕舞「船弁慶」です。豪快な長刀の動きに、見

ている方も引き込まれます。 

仕舞「老松」の紹介をしています。それぞれの

舞の前に、子どもたちが短い紹介をしました。 

【仕舞発表の感想】 

「子どもたちの活き活きした顔がよかった。」 

“Knowing the story of each performance was informative.”（外国の方の感想） 

“Watching the children do Noh was very かわいい.” （外国の方の感想） 

 

  

太鼓体験です。打ち方によって音が違うこと

にびっくりしました。 

能面体験は大人気でした。揃って、ポーズ！ 
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仕舞「胡蝶」です。蝶々の精が可憐に舞ってい

ます。 

仕舞「猩々」です。お酒好きの妖精が壷からお酒

をくんでいるところです。 

  

仕舞「船弁慶」です。豪快な長刀の動きに、見

ている方も引き込まれます。 

仕舞「老松」の紹介をしています。それぞれの

舞の前に、子どもたちが短い紹介をしました。 

【仕舞発表の感想】 

「子どもたちの活き活きした顔がよかった。」 

“Knowing the story of each performance was informative.”（外国の方の感想） 

“Watching the children do Noh was very かわいい.” （外国の方の感想） 

 

  

太鼓体験です。打ち方によって音が違うこと

にびっくりしました。 

能面体験は大人気でした。揃って、ポーズ！ 

  

お手本を見ながら、まねをします。すぐに動き

をつかむ方が多くて、先生もびっくりでした。 

小鼓の体験です。これは薬指だけを使う打ち方

です。いい音が出ているみたいです。 

 

【参加したみなさんの感想】 

「能楽のことはよく知りませんでしたが、今日はとてもおもしろかった。」 

「歌（謡）がとても心地よかったです。演目の種類が豊富で、内容がとても創造的でした（小

説みたい）。」 

「能面を初めてつけましたが視 が狭くびっくりでした！」 

「出演していた子供さんたちは一生懸命で楽しそうでした。太鼓の体験では熱心に取り組ん

でくれて嬉しかったです。沢山（たくさん）参加されて、盛り上がってよかったと思います。」 

“ I want to know more about the Noh culture and tradition. And also, look 

forward to watching Noh performances in the future.” （外国の方の感想） 

「目的に向かってみんなで取り組めたことがとても良かったと思います。来られた方への  

能楽の発信には手応えを感じました。出演者にも参加者にも楽しんでいただいて、とても嬉

しかったです。」 

 

ワークショップを終えて、達成感いっぱいの笑顔です。ありがとうございました。 
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高村　美有 根上晴留乃 濱邊　裕香 塚原　恵実 山上　花音 赤井　陽飛
今井きづな 北　　裕月 田辺　悠成

◆子ども和太鼓コンサート	 DSJコンサート実行委員会（９名）

新田和之進 新田礼之進 本吉　智子 本吉　恭子 本吉　栞子 濵田　純斗
濵田　莉仁 大橋　健叶 上井　柚奈 上井　咲奈 上井　湊翔 千田　愛奈
高前田彩良 東井　幹太 東井　新太 松本恵季咲 村上　陽菜 村上　伶那
寺本　竜成 寺本凜太郎 寺本　咲良 干場　莉蘭 干場　愛琉 干場　礼葉
丸田ちひろ 丸田　宗介 東海　瑠愛 東海　碧月 河崎　永愛 野村　仁大
野村　蒼生 野村　　楓 岡田　結莉 岡田　凌和 中多　悠真 中多　絢香
貞金　良牙 貞金　凪都 黒田　千愛 黒田　千咲 山邊　彩加 西浦　彩月
西浦　朱音 西浦　大貴 向　　啓斗 西川　礎宇 杉本　実楽 杉本　孝礼
中谷千梨奈 中谷　心春 岡田　彩希 坂本　薫是 河本　拓人 枡谷　　龍
枡谷　ゆず 中山　公耀 山本　結以 大倉　愛翔 久木　泉潤 久木　菜幌
石野　緒実 宮本　真名 安達　樹希 今井　愛乃 小原　亜衣 石井陽奈子
石井　奏志 松本　菜芭 寳達　晴永 青山風依斗 青山　颯花 青山依風希
岩井　愛心 岩井　心望 中山　桃羽 丸田　幹太 山崎　真穂 端谷　　花
端谷　　海 石野　虹太 池田　康晟 池田　悠晟

◆ハロウィンパレードをしたい	 ハピネス（82名）

杉本たまき 加藤　綾乃 山本　歩美 高橋　佳鈴 関谷　真優 関谷　悠佳
中村　　愛 後藤　健介 小浦場悠人 中川美羽音 中川　飛龍 高橋　和見
宮河　真理 高橋りり香 吉野　　憩 高橋凜々子 吉岡　美里 永森　紗緒
飯尾　心晴 新谷　咲季 神野　佳純 出口　素晴 出口　仁瑚 出口　晴真
井上　　隼 井上久留美 井上　　颯 東　　小雪 中村　珠々 中村　聞太
森　優姫奈 森　　ひな 龍　　拓甫 龍　　崇史 森田　晃生 米永　早七
村上　聖奈 岡田　実樹 犬塚　晴輝 犬塚　智輝 犬塚　直輝 岩津　直夏
岩津　　修 神野　旅人 島田　琴羽 島田　享宗 島田　尚慶 石橋ともあき
石橋よしあき 上森みなと 上森おうが 天村　海人 天村　結人 山本　優里
山本　帆高 後藤　駿斗 吉田　りな 山崎　礼生 山崎　友士 松友愛生子
シュナイダー・ミーア 山下眞由莉 山下　夏希 坂井　みさ 奥山ゆりか 黒川　紗英
黒川　りお 鍛村はるか ブシマキナ・イリーナ 山下　和也

◆ハロウィンで地域交流大作戦！	 石引ドリーム実行委員会（70名）

判　　依咲 上前　咲季 長村　怜香 松田　寧音 高森　月渚 高森　稀隆
南口　　結 中嶋　結莉 中嶋　茉月 判　　颯馬 古川　　諒 ラゾウド・バルキス
ラゾウド・サジダ 竹内　一葉 山口雷之芯 山口鈴之助

◆小さい折り鶴をつなげて巨大な折り鶴をつくりたい	 宮っこ Tenzu（16 名）

木村　牟輝 米田　悠人 吉川　はな 皆巳　祐輝 越村才士朗 越村千之介
越村　　唄 岡　亜衣子 岡　　健登 今村ひとみ 松岡　咲季

◆能楽をいろんな人に広めたい	 野々市子ども能楽教室（11名）

子どもの活動メンバー　188名
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夢の実現地域発表会を終えて 
－ 各実行委員会からの感想（抜粋） － 

子どもたちの様子・成長について 
・子どもたちの仲間意識が強くなり団結力が高まった。 

・夢を叶える喜びを感じることができた。 

・コンサートに関わった人たちへの感謝の気持ちを持つことができた。 

・友達と一緒だから楽しい！と友達の大切さを実感できた。 

・夢を叶えることの大変さとワクワク感を味わう貴重な経験となった。 

・悩みながらも夢の実現に向けそれぞれ個性あふれる楽しいアイディアを出すことができた。

・楽しみながら進んで夢の実現に取り組むことができた。 

・リーダーとして責任を持って活動することができた。 

・学校の休み時間や放課後に集まって話し合いをするなど、大人に言われてではなく自分たち

で今何をすべきかを考え行動に移すことができた。 

・それぞれの得意分野を生かし、仲良く作業を分担するなどみんなで夢の実現の取組みに向き

合うことができた。 

・自分たちの舞う能をいかに知らない人に分かってもらうかを話し合い、工夫することで子どもた

ちはとても成長した。 

・普段から皆さんにいろいろサポートいただいていることに気づき、そういう視点の変化にも成長

を感じた。 

大人たちの様子・感想について 

・子ども達の成長を見ることができ、子ども達の夢の実現の

瞬間に立ち会うことで多くの喜びを感じることができた。

・子どもたちの夢について話し合うことで親子だけでなく親

同士の絆が深まった。 

・たくさんの人で１つの夢に向かって行動するとすごいパワ

ーが出ることを実感した。 

・普段地域でイベントを企画しても「大変だ」「できない」と

後ろ向きな大人が多く、なかなか実践できないが、今回の

事業をきっかけに実践することができてとても良かった。

・会場の装飾を地元の学生に頼んだり、審査員も地元の方に

お願いしたりなど、地域が主体となった交流になった。 

・親が考えるよりもそれぞれ深い意見があり、驚かされた。

・一つの目標を持ち続けることの大切さを感じた。 

・保護者も先生や子どもたちと一体になり、発表会に向けて

活動できたことは達成感もあり、良い経験になった。 

・堂々と発表する子ども達の成長を見られたことが良かった。
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子どもの夢実現サポート事業実施要領 
 
１ 事業概要 

本県の未来を担う子どもたちが日頃抱いている「夢」を募集し、仲間とともに地域の

人々の協力を得ながら、子どもたちが主体となって「夢」を実現できるよう支援すると

ともに、それぞれの地域において発表会を開催することで、子どもたちの自発的で創造

性豊かな心を育み、社会への参加意欲を高めることを目指します。 
 
２ 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 

 
３ 事業内容 
  応募のあった「夢」の中から支援する「夢」を選考し、実現に必要な活動費をグルー

プ人数に応じて助成します（最大２０万円）。選考された「夢」の実現に向けては保護者

等の身近な大人がドリームサポーターとして実行委員会を組織し、「夢」の実現に必要な

サポート計画を作成するとともに、子どもたちが主体となった夢の実現をサポートして

いただきます。 
 
４ 『みんなでやってみたい私たちの夢』の募集・選考 

応 募 資 格 ：県内在住の中学３年生までの子ども３人以上のグループ（子ども会、ク

ラス、クラブ、部活動などグループの形態を問わない。幼児の場合は親

子のグループでも可） 
応 募 方 法 
 

：「子どもの夢実現サポート事業」案内チラシ裏面の応募用紙（当本部ホ

ームページにも掲載）を使用してください。必要事項が記載されていれ

ば、ハガキやＦＡＸ、電子メール等でも可。 
応 募 条 件 ：翌年１月末までに石川県内で実現でき、 

それぞれの地元において夢の実現発表ができるもの。 
応 募 締 切 ：平成３０年７月１２日（木）消印有効 

選考委員等 ：子ども・若者活動推進委員会本部員による選考委員会を設置し、応募の

あった中からこの事業により支援するにふさわしい「夢」を数件、選考

する。 
選 考 時 期 ：平成３０年７月下旬頃 

    
５ 夢の実現地域発表会 

地域住民との交流を通じて子どもたちの社会への参加意欲を高めるため、夢の実現

発表を地元で開催していただきます。 
 

６ 記録集の作成 
   「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、夢の実現の記録集を作成します。 
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