
 
  平成２９年１月１１日 
 石川県健民運動推進本部 
  担当 山本 
  内線 3893 
 外線 076-225-1366 
 

 

 

石川県健民運動青少年ボランティア賞表彰式の開催について 

 

 

１ 目 的 

  自発的に自分の技能や時間を提供して社会に参加し、地域や学校、職場にお 

  いて、ひたむきに他人や社会に貢献する活動を行う青少年又は団体を表彰する 

  ことにより、次代を担う心豊かでたくましい青少年の育成を図る。 

 

２ 日 時 平成２９年１月１３日（金）１４：００～１５：００ 

 

３ 場 所 県庁行政庁舎１１階 １１０９会議室 

 

４ 次 第 

  （１）表彰式 

①ボランティア賞授与 

②本部長（知事）あいさつ 

③記念写真撮影 

  （２）受賞者と本部長（知事）との懇談 
   （３）閉会 

 



学年等 出席者氏名 備考

３年 村井　隆元

所在地 能美市辰口町129 ３年 炭谷　綺乃

電話 0761-51-3532 教諭 石黒 　 擁

３年 水野　怜美

所在地 七尾市高田町マ部80番地 ３年 谷渡  　蓮

電話 0767-68-3529 教諭 關川　恵美

３年 千司　裕希

所在地 鳳珠郡能登町字松波16-26 ３年 加賀光太郎

電話 0768-72-0004 教諭 菅原美津子

３年 岩倉　弘晟

所在地 加賀市熊坂町ヲ-77 ３年 松下  　桃

電話 0761-72-0715 教諭 西田　敏昭

２年 土田　拓海

所在地 金沢市本多町2-3-6 ２年 中村　友哉

電話 076-261-7156 副校長 稲垣  　裕

４年 鈴木　敬子

所在地 河北郡内灘町大学1-1 ４年 森河　莉央

電話 076-286-2211 教授 中島　素子

２年 福田　翔吾

所在地 金沢市久安3-430 ２年 伊藤　碧生

電話 076-242-1625 学生支援 安井　裕子

委員長 瀬戸　拓実

所在地 金沢市長町2-2-43(金沢中央公民館長町館内)

電話 076-261-8300

小学５年 折戸　光凜

所在地 津幡町越中坂ハ1の1 代表 泉野　寿夫

電話 076-288-1460 保護者 折戸真希枝

－ 坂井　昌美

所在地 金沢市長町2-2-43(金沢中央公民館長町館内)

電話 076-261-8300

－ 中村　拓都

所在地 金沢市長町2-2-43(金沢中央公民館長町館内)

電話 076-261-8300

⑨

三琴会刈安子供民謡

⑩

坂井　昌美（金沢市子ども会連合会シニア委員会）

⑪

中村　拓都（金沢市子ども会連合会シニア委員会）

金沢市子ども会連合会リーダー委員会

能美市立辰口中学校生徒会

団体・個人

七尾市立田鶴浜中学校生徒会

能登町立松波中学校生徒会

大実触れ合い隊（石川県立大聖寺実業高等学校）

石川県立工業高等学校

金沢医科大学健康推進委員会

⑥

⑦

⑧

平成２８年度青少年ボランティア賞表彰式出席団体等一覧

①

②

③

④

⑤

金沢中央わかばＬＥＯクラブ（金沢福祉専門学校）
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平成２８年度青少年ボランティア賞受賞団体・個人及び活動内容

〈団体の部〉

団 体 名 活 動 内 容

能美市立 辰口中学校生徒会はボランティアへの関心が高く、様々なボラ
１ 辰口中学校 ンティア活動に生徒が主体的に取り組んでいる。清掃ボランテ
生徒会 ィアや東日本大震災復興支援活動、地域のお年寄りへの弁当宅

配ボランティアなどの活動を行い、全て有志の活動であるが、
毎回１００人を超える参加がある。活動への参加が生徒自身の
心を大きく成長させると共に、生徒は地域とのつながりを深め、
地域に大きく貢献している。

七尾市立 田鶴浜中学校生徒会では、「心の響き合い」を大切にし、地域と
２ 田鶴浜中学校 の積極的な関わりを通して、お互いに助け合い、認め合える人
生徒会 間関係づくりを行っている。夏休み期間中の各地区での活動や

地域の運動会・文化祭の運営補助など、全ての生徒が必ず１つ
のどれかのボランティア活動に参加している。年間を通じて、
１５箇所以上の場所で、地域住民と交流しながら活動を行い、
奉仕の精神を学びながら、地域に大きく貢献している。

能登町立 松波中学校生徒会は、少子高齢化が進み、老人介護が大きな課
３ 松波中学校 題となっている奥能登地区にあって、隣接する特別養護老人ホ
生徒会 ームとの交流活動を進めている。暑中見舞いはがきやクリスマ

スカードを届けたり、施設の盆踊り大会の準備も行っている。
また、相撲大会など学校主催の行事には、招待活動を行ってい
る。生徒が主体的に老人ホームのお年寄りと関わり、自己有用
感を体験すると共に、地域の福祉に大きく貢献している。

大実触れ合い隊 大聖寺実業高校では、ボランティア活動を通して地域の人と交
４ 流することが、成長の糧になると考え、学校全体でボランティ
（大聖寺実業高校） ア活動を推進している。「大実触れ合い隊」という名前で、地域

の清掃やイベントの補助、福祉施設の訪問など年間約２０回の
活動を行っている。活動は年々盛んになっており、一緒にボラ
ンティア活動を行った参加者からの評価も高く、多くの活動で
地域に大いに貢献している。

石川県立 石川県立工業高等学校では、毎冬、高齢者の多い地域で除雪活
５ 工業高等学校 動を実施している。運動部員が中心となって、地域の校下町会

連合会に協力し、交差点やバス停留所、小学生の通学路の除雪
を行い、地域住民から感謝されている。また、「ゴミのない地域
環境づくり」をテーマに、ゴミのポイ捨て禁止等のマナー向上
と地域との融和を目指し、１・２年生が学校周辺の清掃活動を
行い、地域に大きく貢献している。

金沢医科大学 金沢医科大学健康推進委員会では、医療系大学の学生の立場を
６ 健康推進委員会 踏まえて、身近なところからボランティア活動を行っている。

地域の幼稚園を訪問し、ぬいぐるみを使用した模擬診療で、地
域の子どもたちに感染症予防の知識を伝え、また、内灘町の小
中学校に出かけて講演会を開き、受動喫煙の防止と未成年の喫
煙防止を訴え、禁煙活動を行っている。医療に関する知識をも
とに、地域の福祉に大きく貢献している。
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金沢中央わか 金沢中央わかばＬＥＯクラブは、ライオンズクラブの県内唯一
７ ばＬＥＯクラ の子クラブで、金沢福祉専門学校の学生が、介護・保育施設で
ブ ボランティア活動を積極的に行っている。学校周辺の清掃活動

や町内会主催の清掃活動への参加、介護老人施設・保育園・障
（金沢福祉専門学校） 害者施設の慰問、小学校児童クラブの親子活動への参加など、

地域と連携・密着した活動を１０年以上継続しており、地域に
大きく貢献している。

金沢市子ども 金沢市子ども会連合会リーダー委員会は、高校生で構成された
８ 会連合会 グループで、小学生の頃からの地域の子ども会活動の経験をも
リーダー委員会 とに、金沢市子ども会連合会の３大行事（子ども提灯太鼓、グ

ラウンド・ゴルフ大会、金沢市子ども会大会）や地域の子ども
会活動などにボランティアで参加し、行事を盛り上げている。「明
日の金沢を築く青少年を育てる礎となる」ことを願って活動し、
地域の青少年の健全育成に大きく貢献している。

三琴会刈安子 三琴会は、小学生から高校生までの世代を中心とした子ども民
９ 供民謡 謡の団体で、年間１０回を超える頻度で介護老人福祉施設に出

向いて、民謡・童謡・流行歌などを歌い、利用者を楽しませて
（津幡町） いる。また、地域の祭（ござっさい祭り・寺尾夏祭り）ではス

テージに立ち地域の人に楽しんでもらっている。地域住民との
ふれあいを大切にし、福祉施設の慰問と地域行事への参加を行
い、地域の福祉と文化の振興に大きく貢献している。

〈個人の部〉

氏 名 活 動 内 容

坂井 昌美 現在まで１２年間、金沢市子ども会連合会シニア委員会に所属
１ して子ども会行事に参加し、今年度からは委員長となって活躍

している。金沢市子ども会連合会の３大行事（子ども提灯太鼓
（金沢市子ども 行列、グラウンド・ゴルフ大会、金沢市子ども会大会）や地域
会連合会シニア の子ども会活動などに参加し、運営を補助している。子ども会
委員会） 活動が一層盛んになるよう積極的に行動する姿は、子ども達の

模範となっており、青少年の健全育成に大きく貢献している。

中村 拓都 平成２７年度までの７年間、金沢市子ども会連合会シニア委員
２ 会の委員長として活躍し、地域からの信頼も厚い。金沢市子ど

も会連合会の３大行事（子ども提灯太鼓行列、グラウンド・ゴ
（金沢市子ども ルフ大会、金沢市子ども会大会）や地域の子ども会活動などに
会連合会シニア 参加し、運営を補助している。また、シニア委員や地域の指導
委員会） 者の育成にも努めており、子ども会活動が一層盛んになるよう

積極的に行動し、青少年の健全育成に大きく貢献している。
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