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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３１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。

令和２年３月

石川県健民運動推進本部
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川尻ぼんぼり祭りを復活させたい
◎グループ名
　川尻子供会
◎夢の内容
　お祭りの時に会場を灯すぼんぼりを復活させる
◎夢の理由
　「子供のころ、お母さんがお祭りの時に見てたっていうぼんぼりってどんなんだったの？見てみ
たい！」というある親子の会話から、かつて、地元のお祭りで会場を灯していた提灯を復活させ
たいという気持ちを夢とした。
◎事業の内容
　ぼんぼりにこども達が思い思いの手書きの挿絵を描き、祭りの会場に灯す地元の祭りと併せて
行うぼんぼり祭りは、子供たちが描いた挿絵を大勢の方に見てもらうことが出来る。自分の描い
た絵を大勢の方に見てもらえること、地区のお祭りを盛り上げる一員になれることは、その子の
自尊心を育むことになる。

◎経過

月　日 区　分 活動内容

７月１５日 会議 第一回役員打ち合わせ会
スケジュールの確認、役割決め

７月２１日 会議・買い出し等
第二回打ち合わせ会
材料の買い出しおよびぼんぼり製作の段取り
決め

８月１１日 ぼんぼり製作 親子でひとりひとりが、手書きの挿絵をぼんぼ
りに描く

８月１４日 ぼんぼり祭りプレイベント 本番【２４日】に向けたリハーサル

８月２４日 ぼんぼり祭り 地区に子供たちが製作したぼんぼり飾り、点
灯式およびぼんぼり奉納を行う

９月１６日 事業内容発表会打ち合わせ（ポスター製作）

９月２３日 事業内容発表会 事業内容発表会

◎役割分担

◇子ども達
ぼんぼりの製作、ぼんぼり奉納

◇実行委員
ぼんぼり製作までの準備、祭事当日の補助

☆ドリームサポーター
水彩画講師　東　将太郎
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 尻ぼんぼり祭りを復活させたい 
 

7 月 ぼんぼり製作 

 

水彩画の先生に描き方を教えてもらいました！ 

自分の好きな絵を描いてぼんぼ

りを完成させます。 
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親子で絵を描くことは子供にとっても親にとっても貴重なたいけんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

四面あるうちの一面には

名前も書きました。 
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親子で絵を描くことは子供にとっても親にとっても貴重なたいけんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

四面あるうちの一面には

名前も書きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光が当たるところを考えな

がら絵を描くところが難し

かったです。 

 

 

ひとり二つくらいのぼんぼりを製作して合計 100個のぼんぼりが完成！ 
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8 月 14 日 プレイベント 

「ぼんぼり祭」本番に向けてどのよう

にぼんぼりを配置したらいいかみん

なで話し合いながらぼんぼりを置い

てみました。 

 

地元の青年団も手伝ってくれました。 

ライトアップされたぼんぼり 自分の予想通りの絵が浮かび上がったかな 

とても幻想的で、至る所で驚きの声が聞こえました。 
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8 月 14 日 プレイベント 

「ぼんぼり祭」本番に向けてどのよう

にぼんぼりを配置したらいいかみん

なで話し合いながらぼんぼりを置い

てみました。 

 

地元の青年団も手伝ってくれました。 

ライトアップされたぼんぼり 自分の予想通りの絵が浮かび上がったかな 

とても幻想的で、至る所で驚きの声が聞こえました。 

8 月 24 日 ぼんぼり祭 本番 

カウントダウンをみんなでやり、ラ

イトアップ！ 

有形文化財の奥野家からぼんぼり

流しです。 

 

鈴や太鼓の音に合わせてぼんぼりを持って練り歩きました。 

医師神社前で流した

ぼんぼりを置き、みん

なで写真を撮りました。 

大勢の方から良かっ

たよと声かけてもらえ

ました。 
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夢のウッドデッキを作ろう
◎グループ名
　中海小ウッドデッキ実行委員会
◎夢の内容
　子どもの憩いの場となるウッドデッキを作りたい。
◎夢の理由
　学校の玄関に飾られている木彫りの校歌は子どもたちの保護者が作成したものであり、自分た
ちも学校に何かを残したいと思っていた子供たちが、自然を感じることができる遊び場のツリー
ハウスを作りたいと応募した。
◎事業の内容
　ツリーハウスを作る場所を決め、設計図や材料を地元の建設会社と相談する。材料も実行委員
の協力で調達し、ツリーハウスとするウッドデッキが長くもつように防腐塗装材を子どもたちが
自分で塗装をする。当日は材木運びや板の打ち付けなども、建設会社の指導のもとで子どもたち
が行う。

◎経過

月　日 区　分 活動内容

７月 活動に向けての諸準備
・子どもたちによるアイデアの出し合い
・ツリーハウスを作る場所の選定
・建設会社へのツリーハウスづくりの相談

８月 第一回　実行委員会 ・材料、予算の相談
・ツリーハウスを作る場所の下見

８月 第二回　実行委員会 ・ツリーハウスとしてウッドデッキを作る決定
・材料調達の打ち合わせ

９月 活動に向けての諸準備 ・建設会社との打ち合わせ
・防腐塗装材のカラーの選定

１０月 防腐塗装材の塗装 ・２日に分けて塗装材の塗装

１０月３０日 組み立て当日
・木材の運搬
・インパクトドライバーによるネジの固定
・仕上げの塗装

１０月 地域発表会への準備 ・発表原稿の作成
・発表練習

１１月４日 地域発表会 ・地域の文化祭にて発表

◎役割分担

◇子ども達
・アイデアの創出　・防腐塗装材の塗装
・ウッドデッキの組み立て

◇実行委員
・計画作成　・活動補助
・建設会社と打ち合わせ

☆ドリームサポーター
銭田建設（木材の加工、ウッドデッキの土台の製作、組み立て当日の指導）
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夢のウッドデッキを作ろう 
（ツリーハウス） 

中海小ウッドデッキ実行委員会 

夢のきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所の決定 

 

 

 

 

学校の玄関に飾られている 

木彫りの校歌。 

見慣れたものだけど， 

わたしたちのお父さんやお母さんが 

作って残したものらしい・・・ 

自分たちも小学校に何かを残したい！ 

そして，わたしたちの通う 中海小学校 は丘の上に

建っていて，自然がとても豊か！ 

↓  

自然が感じられる子どもたちの遊び場を残したい！ 

ツリーハウスを作りたい！ 

みんなで相談して白山などの山々が見渡せる場所に決定！ 
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ツリーハウスの課題 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ウッドデッキ作りを相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設会社の方にツリーハウスのイメージ図を 

書いていただきました。 

しかし，安全性や予算の問題から高さを抑えた

ウッドデッキをツリーハウスとして作ろうという 

決定をしました。 

学校に残すものだからみんな

が使えるように安全性は確保し

たい。ツリーハウスだと高さが

心配・・・ 

このイメージを実現させるには予

算が足りない・・・ 

ウッドデッキ作りのサポーターとなって下さるのは，小松市内の銭田建設のみなさんです。 

よろしくお願いします！ 
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いよいよ製作開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウッドデッキの土台 

 

 

 

 

 

 

ウッドデッキの材料となる木材は実行委員の方が 

働く会社から使わないものを提供していただきました。 

まずは，木材に防腐剤となる塗料を塗ります。カラーは子どもたちの希望でウォールナットに決ま

りました。木材の全面を塗るために，塗ったらひっくり返し，塗ったらひっくり返しを繰り返します。

さらに，長い年月ウッドデッキがもつように二度塗りをします。多くの木材を塗るのは１日では終

わらず，平日の夜と休日に集まって作業を行いました。実行委員もお手伝いをしました。 

土台は銭田建設のみなさんにお願いし，プロの仕事を見学させていただきました。
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組み立て当日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組み立て当日は，善田建設から善田さんと成瀬さんの

２名に来ていただき，木材の扱い方や，道具を使った木

材の固定について教えていただきました。 

まずは，木材を協力して運びます。設計図の通りに配置

するのに時間がかかりました。 

インパクトドライバーを使って，ネジで木材を固定

しました。初めて使う道具でしたが，子どもたちは

だんだんと慣れていき，最後には善田建設の方

からもお褒めの言葉をいただきました。そして何よ

り自分たちがウッドデッキを作っている，夢を叶え

ていると感じられたことにとても嬉しそうでした。 
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完成！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついにウッドデッキが完成しました。子どもたちの夢

がかなった瞬間です。できあがったウッドデッキから

は白山などの山々が見渡せます。 

後日さっそくウッドデッキの上で給食を食べてみまし

た。きれいな景色を見ながらの食事はとてもおいし

かったようです。寝転がると，オレンジの校舎と青空

のコントラストがすてきでした。 

子どもたちだけでは叶えられない夢が多くの方のサポートで実現しました。 

夢の実現にご協力いただいたすべての方々に感謝です。本当にありがとうございました。 
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もてなしこどもマーケット
◎グループ名
　もてなしこどもマーケット
◎夢の内容
　わたしたちが考えたお店やワークショップ、ステージショーなどで来てくれたお客さんを喜ば
せたい！
◎夢の理由
　以前から、もてなしマーケットというイベントに参加をし、楽しかった思い出があり、そのイ
ベントを子供たちで主催し、自分たちで考えたお店を開いたり、ワークショップをしたり、ステー
ジショーを盛り上げたり、そんな笑顔いっぱいのイベントをしたいと思い、応募した。
◎事業の内容
　一緒にイベントを盛り上げてくれる仲間を集め、みんなで協力して、来てくれたお客さんを笑
顔にし、働く楽しさ、お金の価値などを学べる体験をする。

◎経過

月　日 区　分 活動内容

８月６日 第１回打ち合わせ 実行委員会の組織作り
講師依頼

９月、１０月
１１月 ステージショー練習 ダンス、リトミック、演奏稽古

ＭＣ原稿を考え、各自練習

１０月１４日 第２回打ち合わせ お店の名前・内容・ショースケジュール
メンバーを決める

１１月４日 第３回打ち合わせ お店の看板・飾りの作成
お店に必要な品物や衣装、購入

１１月１３日 第４回打ち合わせ 案内チラシ作成、配布
当日スケジュール確認、リハーサル

１２月７日 前日準備 看板配置、店のレイアウト、商品陳列
役割分担、仮装通貨準備、ステージリハーサル

１２月８日 夢の実現　地域発表会
「もてなしこどもマーケット」

各お店にて、笑顔で応対、お仕事体験
ステージショー運営

１月 活動のふりかえり 記録集、壁新聞の作成、映像編集

◎役割分担

♢子ども達
看板作り・お店の内容、名前考案・衣装、備品購
入・会場設営・お店経営・ステージ運営

♢実行委員
活動補助・計画作成・協力者依頼・会計・記録

☆ドリームサポーター
もてなしマーケット実行委員・いしかわこども交流センターの皆様・ヘアメイクmR様・studioOPS 様・
MUSICAかほっくま様・studioSTYLE 様・宮川様・浜鍛治様・細田様
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LEGOで「はくい」をつくろう
◎グループ名
　はくい LEGO部
◎夢の内容
　LEGOブロックで大作（羽咋市、ロボットなど）をみんなで協力して作り、遊んでみたい。
◎夢の理由
　友だちと大きな作品を作り、LEGOで何でも作れるのだ。ということをたくさんの人に知って
ほしかったので応募した。
◎事業の内容
　地域住民、子どもたちと交流をはかり、LEGOブロックで羽咋市内の建造物（コスモアイル羽咋）、
風景（千里浜海岸、柴垣漁港）を作成することができた。

◎経過

月　日 区　分 活動内容

８月９日 打合せ
小学校で、作成してみたい場所をアンケート調査、
実行委員会設立、内容の決定、スケジュール調整

８月２３日～ 部品注文 日本国内外から部品の取り寄せ（3000ピース以
上）、設計、骨組みづくり、役割分担

１０月２０日 作品作成 コスモアイル羽咋、ロケット、人物など

１０月下旬～
１２月

作品作成
チラシ作成

１回目の作成時に足りなかった部品を注文、完成
させる。
羽咋市内小中学校、保育園、幼稚園にチラシ配布

１２月１５日 完成披露会

・メンバーによる地域住民への完成披露会
　�受付、司会、スライドショーを使ったプレゼン
発表（小学生が作成、進行）

・�地域参加者、メンバーとともにLEGOを使った
遊びを行い交流
・地域参加者が持参した個人作品の展示、紹介

◎役割分担

◇子ども達
作品の設計、作成。部品の注文、アンケート作成、
実施。チラシの作成。スライドショーの作成、発表。
完成披露会の設営、誘導、受付

◇実行委員
活動の補助、スケジュール調整、会計、完成披
露会設営の補助

− 20 −



ドーム型の屋根

ロケット 骨組み

海岸 ポスター

LEGOで「はくい」をつくりたい
はくいLEGO部
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完成披露会用チラシ完成披露会受付

スライドーショー準備

スライドショー

各家庭で作った個人作品説明
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各家庭で作った個人作品
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完成披露会集合写真

できあがった作品
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感想
皆で協力して素晴らしい作品
を作ることができ、とてもう
れしく思いました。また自分
の作品を紹介したことにより、
プレゼンテーションする力が
身につきました。 5年男子

皆と仲良く、協力して作品を
作れてよかったです。LEGOは
初めてでしたが、楽しかった
です。貴重な体験ができまし
た。 6年女子

みんなで協力したからこそ、
よい作品が作れたと思うので、
参加できてよかったです。い
い思い出になりました。

6年女子

コスモアイルの細かいところ
まで立体的に再現できたり、
みんなで楽しく仲良くレゴで
コスモアイルを作れたのが嬉
しかったです。またこんな機
会があったらぜひ参加したい
です。 5年女子

羽咋市の代表的な場所をレゴ
で作成することで改めて地元
を大切にしていきたいと思い
ました。参加させていただき
ありがとうございました。

6年女子

作成中の発想力、発表会の凄
さを子供たちから感じまし
た！きっと子供たちはもっと
感じて自信につながったと思
います。 6年保護者

みんなで協力して楽しく作品
が作れてよかったです。また
発表会の司会は緊張しました。
みんなのレゴの作品のクオリ
ティの高さに驚きました。

6年女子

みんなで力を合わせて自分た
ちの住む羽咋を作るのはとて
も楽しかったです。プレゼン
はとてもよい経験になりまし
た。また機会があれば参加し
たいです。 6年男子

LEGOを作りながら、仲間と協
力して作品を作り上げること
ができてよかったです。また
こんな機会があったら参加し
たいと思いました。6年女子

LEGOでコスモアイル羽咋を作
ることで建物の見方が変わり
ました。また、たくさんの人
にLEGOのすごさや作れる物が
ある事が分かってもらえて良
かったです。

6年男子（発案者）
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面白い動画を作ってYouTubeにアップしたい！
◎グループ名
　チーム・イブリー実行委員会
◎夢の内容
　面白い動画を作ってYouTube にアップしたい！　
◎夢の理由
　八月にある、動橋町のぐず焼まつりで毎年する ｢ぐずやき伝説」の劇にちなんで、今風に�
ぐずを退治する動画を制作してYouTube にアップしたいと思い応募した。
◎事業の内容
　ぐずやき伝説を人形劇で紹介し、現代に復活したぐずを退治する物語を制作する。祭りの風景を�
エンディングにいれて、動橋町のぐず焼まつりを全国の人に知ってもらいたい。

◎経過

月　日 区　分 活動内容

７月 実行委員会の組織づくり ・実行委員会の組織づくり
・計画の細案作成と役割分担

８月 保険加入
衣装発注

・スポーツ安全保険に加入
・Tシャツとリストバンド発注

８月２７日 撮影 ・ぐず焼まつりの撮影

９月 製作 ・人形劇のセットや登場人物の製作

９月２１日 撮影 ・スポーツと退治シーンの撮影

９月２７日 撮影 ・人形劇と振橋神社で作戦会議シーンの撮影

９月～１２月 撮影と編集
案内状とポスター作成・発注

・動画撮影と編集
・案内状とポスター作成・発注
・ポスターの掲示

１月 打ち合わせ
撮影と編集

・健民運動推進本部との事前打合せ
・動画撮影と編集

１月１８日 夢の実現地域発表会 ・動橋町民会館で発表会
・YouTubeに動画をアップ

１月～２月 動画編集
作成

・動画編集
・記録集と壁新聞作成

◎役割分担

◇子ども達
企画制作、撮影小道具の製作、シーンの演技、
発表会の準備・運営、壁新聞作成

◇実行委員会
計画作成、仕入、活動補助、指導、チラシ作成、
記録、会計

☆ドリームサポーター
ぐず焼まつり実行委員会、動橋青年会、動橋地区まちづくり推進協議会、ぐず連、振橋神社、動橋民謡
保存会、加賀市立動橋小学校、動橋町民会館、コンピュータクラブハウス加賀、Eizo�Workshop、アメリカ
ン雑貨RUNAWAY、久野衛、前川真一、天日多佳子、澤克幸、参加児童の保護者一同

− 26 −



「ぼく達の住む加賀市

の動橋町（いぶりはしまち）

には、「ぐず」という怪魚

の伝説があります。その

ぐずが令和元年のぐず焼

まつり当日、現代に復活!!

ぼく達は、町を守る為に退治

することを決めた・・・。」という内容

の動画を制作しました。YouTube で

全国の人に見てもらい、毎年 8月 27日に開催される「ぐず焼まつり」に来てほしいです。

その一、コンピュータクラブハウス加賀に協力依頼

その二、8 月 27 日 ぐず焼まつり 撮影中止
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その三、ドッジボール・バスケ・
ぐずの退治シーンを撮影

運動会の後に撮影しました。みんな元気いっぱい！

「ぐずを退治するぞー！」

「おぉーーーー！！」運動会が雨で午後から中止に

なったので、3，4 年団競「ぐずの

川のぼり」で使用するはずだった

ぐずを先生にお借りしました。

退治シーンを撮影する頃には雨が

やんだので良かった。
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その三、ドッジボール・バスケ・
ぐずの退治シーンを撮影

運動会の後に撮影しました。みんな元気いっぱい！

「ぐずを退治するぞー！」

「おぉーーーー！！」運動会が雨で午後から中止に

なったので、3，4 年団競「ぐずの

川のぼり」で使用するはずだった

ぐずを先生にお借りしました。

退治シーンを撮影する頃には雨が

やんだので良かった。

その四、人形劇・作戦会議・
サッカー・野球シーンを撮影

アイロンビーズで登場人物を作ったり、段ボールで舞台を作りました。
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その五、編集・制作の裏話

子どもが「ユーチューバーになりたい！」と言った時、大人は驚き

心配します。親である私もその一人です。だけど、その夢を目指す為

には何が必要かを考えた時、企画する事、ビデオカメラの撮影方法、

パソコンでの編集を覚える事でした。これは将来、役に立つスキルだと

思ったので、夢である「面白い動画を作って YouTube にアップしたい！」

という内容の応募に同意しました。今回、動画の編集を経験して「将来は

動画を作るクリエイターになりたい！」と、より具体的で現実的な夢に進化

していったので、夢の芽を摘まないで良かったと思いました。

素敵なきっかけを頂けたことに本当に感謝しております。
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その五、編集・制作の裏話

子どもが「ユーチューバーになりたい！」と言った時、大人は驚き

心配します。親である私もその一人です。だけど、その夢を目指す為

には何が必要かを考えた時、企画する事、ビデオカメラの撮影方法、

パソコンでの編集を覚える事でした。これは将来、役に立つスキルだと

思ったので、夢である「面白い動画を作って YouTube にアップしたい！」

という内容の応募に同意しました。今回、動画の編集を経験して「将来は

動画を作るクリエイターになりたい！」と、より具体的で現実的な夢に進化

していったので、夢の芽を摘まないで良かったと思いました。

素敵なきっかけを頂けたことに本当に感謝しております。

お祭り風の発表会を演出！

受付では、２つのくじを楽しんでもらいました。

▲みんなの将来の夢を聞きました。

その六、夢の実現 地域発表会

石川県健民運動推進本部の奥野美彌子様、

加賀市長 宮元陸様より ご挨拶をいただきました。

▲出演者の登場

和太鼓と笛の音色に合わせて元気にワッショイ♪

動橋青年会のご協力があり、 「ぐずを担ぎたい！」

という、願いを叶えることができて嬉しかったです。 上映後 YouTube に動画を公開しました。全世界に発信！

地域の方々の協力や、みんなの色々な意見やアドリブが

あったおかげで面白い動画を作ることができ、夢が実現

しました。当初、予定していた事が変更になる場面が多々

ありましたが、子供達の自由な発想力・行動力で乗り越え

ることができました。みんな、セットを作ったり、撮影で演技

をしたりと、やる事がいっぱいあって大変だったけど、楽し

みながら取り組んでくれたので、感謝の気持ちでいっぱい

です。先人の姿に憧れて 「将来は動橋青年会に入りた

い。」と言う子が沢山いて、頼もしい未来の担い手が育つ

動橋は、やっぱり素敵な町だと思いました。子供達一人

ひとりの夢の実現を応援しています。ご協力・応援していた

だき本当にありがとうございました。
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岩多　杏珠 後田　一馬 嶋　清士郎 中川　朝日 村上　優翔 角　幸梨杏
川村　優依 北野　莉央 谷口　鈴花 岩多　杏凛 小木　優澄 洞庭　瑛人
西田　永愛 山本　理乃 白江　菜月 奥野　愛凪 道井　詩織 東賀　千怜
武藏川怜依 村井　悠愛 村上　拓徳 岩多　凛來 村上　諒一 吉田　華帆
角　　幸杏 元町　杏花 小川　心花 奥野　陽凪 後田　空悟 谷口　安花
川端　蒼生 川淵　敦矢 髙橋　愛華 林　　恵音 東　　和生 村上　來生
洲崎　美來 洲崎　太翔 角　　梨幸 武藏川芽依 茅野　智央 川初　政宗
佐藤　滉大 嶋　　謙友 中嶋　琉斗 杉中　瑠那 村上　琉生 川尻　煌貴

◆川尻ぼんぼり祭りを復活させたい	 川尻子供会（48名）

上田　徠斗 上野　瑠斗 大杉　威生 岡田　愛叶 亀田　和鈴 北出　彩和
北山　叶翔 田島　佑海 土田　悠人 長田　　悠 野村　類登 長谷　百花
東　　茉由 宮西　柚茉 村上　　歩 本川　　華 山内　　謡 山本　千愛
若林心雪華 一川　朋矢

◆夢のウッドデッキを作ろう	 中海小ウッドデッキ実行委員会（20名）

森　　唯乃 森　　逢莉 畑山　紡希 西川琥太朗 丹波きせき 出口　　葵
友久　愛衣 山岸　せり 山岸　ゆり 井口　藍花 井口　由彩 藤原くるみ
木下千紗都 木下紗奈依 杉田　姫葵 杉田　唯菜 地藤　夏希 地藤　祐仁
城　莞一朗 城　奈々緒 村田　愛香 中川　　空 敷山田琥大 山口　結衣
原　　めい 山下　柚月 小浦　航輝 表川　由香 高橋　寿珠

◆もてなしこどもマーケット	 もてなしこどもマーケット（29名）

浅野　瑛辰 浅野　結音 山下　幹太 横井　　陽 盛田　唯斗 杉浦　陽妃
荒木　志織 原　　彩葉 原　　悠真 木村　姫花 木村　心雪 櫻井　惣介
堀田　湊大 吉田　徳翔 山岸　美晴 堀田　湘大

◆ LEGOで「はくい」をつくろう	 はくい LEGO部（16名）

上原　紗良 上原　乃々 大池　優心 岡田　大治 岡田　夏乃 岡田　信治
奥村　悠珂 桶橋　優太 加藤　航翼 川下　新乃 川下　心鈴 榊原　　司
榊原　　渉 榊原　　光 田口　紗羅 田口　琉翔 田口　愛來 大海　遼太
大海　隼人 中道　晴人 中谷虎太朗 西出　羽花 西出　羽妙 西出　一平
西野　壱久 西野　比奈 長谷川　翠 長谷川　皐 深田　美陽 深田　真梛
丸谷　一寧 丸谷　俐晴 丸谷　唯仁 本瀬　乃亜 矢野　心遥 山口　航生
山田　明璃 山田　瑛大

◆面白い動画を作ってYouTube にアップしたい！	 チーム・イブリー実行委員会（38名）

子どもの活動メンバー　150名
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子どもの夢実現サポート事業地域発表会を終えて 
－ 各実行委員会からの意見（抜粋） － 

子どもたちの様子・成長について 

・最初は、夢について戸惑いや本当にできるのかという不安を持っていたが、一つ一つが仕上

がっていくと夢中になっていった。 

・新聞に掲載されたことがうれしい出来事だと言っていた。 

・自分たちの力だけでは達成できないような大きな夢も多くの人の力が合わされば実現すると

いうことを学ぶことができた。 

・学校の歴史に自分たちが作ったものが残るというのが嬉しそうだった。 

・地域発表会当日は全員が自発的に動き、観客の誘導、案内、司会等を行うことができた。 

・ただ作品を組み立てることだけでなく、成し遂げることの大切さを知り、受付対応、人前で

話すことなど貴重な体験ができた。 

・どのようにしたら来てくれたお客さんが喜んでくれるか真剣に考え取り組んでいた。 

・経営の大変さ、仕事のやりがい、お金の価値など、貴重な経験がたくさんできた。 

・当初、予定していた事が変更になった時も、子供達の自由な発想力・行動力で乗り越えるこ

とができた。 

・大勢の人をまとめる大変さや、意見が衝突した時、思い通りにいかない時など、困難にぶつ

かり落ち込むことがあっても、それを乗り越えて頑張っていた。 

大人たちの様子・感想について 

・子ども達が自由に描いた絵をいろいろな人に見てもらえたこと、地域の人が見守り、応援してくれ

た一連のことが地域と子ども達を育ててくれる機会になった。 

・子供達の楽しそうな雰囲気を見て、ぜひ、来年もやりましょうという意見になった。 

・子どもたちが楽しそうに作業をしている様子をみてこちらまでうれしくなった。 

・夢が実現したときの子どものうれしそうな顔は一生忘れないと思う。 

・子どもだけではできないスケジュール調整、注文の計算などフォローしたが、主な部分を子どもた

ちの力で作り上げたことに大きな成長を感じることができた。 

・参加したすべての子供たちが真剣に取り組み、自分の会社であるという気持ちからか責任感のある

行動が見られ、大人の方がびっくりするほどだった。 

・恥ずかしがりやな我が子が堂々と演技したり、発表会で発言できていて驚いた。 

※各地域発表会の当日の様子を Youtube に動画でアップしており

ますのでご覧ください！（健民運動のＨＰからもリンクできます。）
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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 ：令和元年５月３１日（金）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 ：令和元年６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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健民運動シンボルマーク

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

石川県健民運動推進本部
（石川県県民文化スポーツ部県民交流課内）

石川県健民運動推進本部

〒920－8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地
ＴＥＬ 076－225－1365   ＦＡＸ 076－225－1363
ホームページ  http://www.pref.ishikawa.jp/seikatu/kouryu/
メール  kouryu@pref.ishikawa.lg.jp

@kenmin_undou@kenminundou

子どもの夢
実現サポート
事業

令和元年度記録集

もてなしこどもマーケット

中海小ウッドデッキ実行委員会

チーム・イブリー実行委員会

川尻子供会

はくいLEGO部




