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第二回 スポーツ文化助成 要綱

助成の趣旨

石川県に本拠地を置くチーム・団体に対して助成金を支給し、石川県におけるスポーツ文化振興
を図るとともに、市民のスポーツ文化への関心を高め、市民の心身の健全な発達、および、地域
社会の発展に寄与することを目指す事業です。

助成期間

2019年4月から2020年3月までの、原則として1年以内で実施されるスポーツ文化活動に対して助成をします。

対象分野

スポーツ文化振興を図るとともに、市民のスポーツ文化への関心を高め、市民の心身の健全な発
達、および、地域社会の発展に寄与する活動。

申請者の要件

石川県に本拠地を置くチームまたは団体で、以下のいずれかを満たすものを対象とします。
・各種スポーツ競技団体等が主催する全国規模のリーグ戦・大会等に参加するチームまたは団体
であること

・石川県に本拠地を置くチームまたは団体であり、一定の実績を有すること、または将来性が期待
できること

・石川県の人々のスポーツ文化への関心を高め、心身の健全な発達に寄与することが期待される
チームまたは団体

助成金額

1件120万円以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　【 7 】

　【 19 】

U-10サッカー大会の開催ならびに試合観戦ご招待

白山市立美川中学校バドミントン強化部  /  政谷 泰俊 　【 29 】

競技力向上を目的とした練習試合の実施

公立小松大学 スポーツ研究・開発チーム  /  酒井 忍 　【 25 】

高性能卓球マシンの開発と卓球マシンを活用した効果的練習法の検討
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　【 3 】特定非営利法人FC.TON　/  辰巳 義和

知的障がい者サッカーの普及発展

　【 11 】

一般社団法人FSVスポーツアカデミー  /  鈴木 修平

U-5フットサル交流大会

石川県立大聖寺実業高等学校 吹奏楽部  /  六反田 雅宏

吹奏楽演奏による地域活性化

　【 15 】石川県野球協会  /  温井 伸

女子野球普及育成事業

株式会社石川ツエーゲン  /  西川 圭史

公益財団法人　I-O DATA 財団

第二回成果報告会

　【 33 】

　【 37 】

北陸スポーツ振興協議会株式会社  /  中野 秀光

県内の小中学校への学校訪問の実施

矢田野小学校マーチングバンドクラブ  /  向出 裕幸

トロンボーンやドラム等を購入し、音楽の厚みを増す

金沢市立浅野川中学校 吹奏楽部  /  澤田 豊 　【 41 】

吹奏楽演奏活動による地域スポーツ・文化、地域福祉への貢献

ブラインドサッカー石川チーム立ち上げプロジェクト  /  松本 陽子 　【 45 】

視覚障害のある人、ない人によるブラインドサッカー共通体験
及び応援する市民のパラスポーツへの関心を高める事業
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助成課題 知的障がい者サッカーの普及発展 

【活動報告】 

1. 活動の目的

知的障がい者でも、一般企業に勤めて働いている人はたくさんいる。しかし、そのような方

でも、余暇を積極的にあるいは有意義に過ごしている人は多くはない。彼らの人間関係が狭く

固定的であること、そのようなことができる環境が少ないことが、その理由として挙げられる。

そして、このことは本人以上に、家族の方が憂えていると言える。 

２０１７年１月に県内６つの知的障害特別支援学校の生徒を対象に「知的障がい者サッカー

チーム」（部活動）が発足したが、生徒たちは順次卒業していくことで、日常的にサッカー活動

を行う場を失うという現状もあった。

そこで知的障がい者の社会人チームの立ち上げ、彼らに毎週活動する場を提供し、ひいては

知的障害者のサッカーのさらなる普及発展を目指したいと考えた。具体的には、 

・学校（部活動）で行ってきたことを繋ぐことができる

・単調化した毎日から脱却でき、張り合いのある生活ができるようになる

・スポーツ（サッカー）を行う喜び、ひいては生きがいも感じられるようになる

・仲間との触れ合いやサッカーの活動を通して、「生きる力」が向上する

というような効果が考えられ、家族の方にも喜んでいただけると思われた。

 また、立ち上げ後、様々なチームと交流試合を行っていく中で、地域の知的障がいの理解を

深めていくことができればと考えた。 

2. 実施内容および成果

活動の概要 

・２０１９年４月から、知的障がい者サッカーチーム「ＦＣ．ＴＯＮアグラード」が活動を開

始した。２０２０年３月現在、正式登録者は１０名。加えて、仕事等の関係で現在は登録し

ていないものの単発的に活動に参加する者が数名いる。

・週１回土曜日（原則）の練習と月１回程度の試合を行ってきた。アグラードだけでは選手が

まだ少ないので、試合は主に特別支援学校のサッカー部と合同チームで行った。

・交流試合の相手には、障がい理解のためのパンフレットを配布した。また、クラブ内には、

クラブ広報誌に「知的障がいの理解」という記事を掲載し、理解を進めた。

主な試合の記録 

・４月２７日（土） 交流試合 対 金沢フェニックス  金沢市スポーツ交流広場 

シニア（６０代・７０代）チーム。事前の打ち合わせでは、相手から「本当に大丈夫なのか」

という声も聞かれたが、当日の彼らの動きを見て、十分戦えることを理解してもらえた。

・６月１日（土） 交流試合 対 津幡高校サッカー部  金沢市営球技場

津幡高校サッカー部監督は元特別支援学校勤務。津幡高校の生徒をうまく導き、当初からバ

リアフリーに接してくれた。両チームミックスしたゲームも楽しめた。

団 体 名： 特定非営利活動法人 FC.TON 

代表者氏名： 辰巳 義和 
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・６月１５日（土）～１６日（日） 全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会

静岡県袋井市で行われた同大会に参加。長い歴史がある東海地区との差はまだまだ大きな開

きがあったが、北信越のチームとは、しっかりと戦えるようになった。大きな成果であった。 

・７月７日（日） 石川県障害者スポーツフォーラム「石川選抜 VS福井選抜」

西部緑地公園陸上競技場でＪ２リーグの前座という、素晴らしい舞台に選手たちが立つこと

ができた。ツエーゲンサポーターにもその雄姿を披露することができた。

・１０月２６日（土） サンアップルサッカー大会（フットサル形式） 長野県筑北村

残念ながら勝つことはできなかったが、マイクロバスでの日帰り遠征など貴重な経験をした。

人数が少なくても行えるフットサル大会は、２０２０年度のヒントにもなった。

・２月２４日（祝） フットサル 対 ＦＣ．ＴＯＮシニア いしかわ総合スポーツセンター

お互い人数が少ない中でのフットサル交流であったが、４０代・５０代のチームに、ほぼほ

ぼ互角に戦うことができた。この１年間の技術的な大きな成長を感じた。

3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

・ＦＣ．ＴＯＮアグラードの正式登録者は現在１０名と、当初予想していた人数よりもやや少

ない。これは、在学中は一生懸命サッカーに取り組んできた選手も、就職すると、土曜日が

毎回休みではないという理由で、入団をためらうケースがいくつかあったことが大きな要因

である。２０２０年度は日曜日にも活動を入れ、月６回程度の活動としたい。

・仕事の関係で２回に１回ぐらいしか参加できない選手もおり、少ない人数での練習も多かっ

たが、選手たちは生き生きと活動した。選手たちの笑顔からは、「週末にサッカー活動をする」

という、張り合いのある生活を楽しんでいる様子がうかがえている。彼らのそういう姿に保

護者の方も大変喜んでおられる。

・試合を組むことで、小さな目標ができ練習もさらに活気づいた。試合の中で選手たちの上達

ぶりが見られる場面も多く、チームとしても大きく成長した。まさに「継続は力なり」を感

じた。上記試合記録でも述べたが、北信越のチームとスコア的に戦えるようになったのはそ

の証明である。２０１９年度、新潟のチームには０－２で敗れたが、福井のチームには２－

０で勝った。２０１７年に試合をした時は、両チームとも１０点以上取られていた。

・交流試合では「障がい理解」も大きな目的であった。初めて出会うチームの人のほとんどは、

思ったより「しっかりしている」「技術的にも高い」ことに驚いていた。こちらも、知的に障

がいがあっても彼らは軽度で一般企業に就職していること、ほとんどが公共交通機関でこの

会場に来ていること（羽咋や加賀から来ている人もいる）などを伝え、さらに障がい理解の

パンフレットを手渡すことで理解を促してきた。上記試合記録以外にも、七尾高校女子サッ

カー部や向陽高校サッカー部などとも交流したが、いずれもバリアフリーに接してくれた。

健常者のこのような経験は、それぞれの日常でのバリアフリーに繋がっていくと信じている。 

・使ってみてわかったことであるが、トイレ用の水道水しかないグラウンドがあった。そこで、

そのグラウンドの活動では、ミネラルウォーターなどの飲料水を用意することにした。また、

他のグラウンドでも、熱中症防止のため、夏場は冷たい飲料水や氷を用意することにした。

活動中の水分摂取に不便がないようにしてきたつもりであったが、７月２８日に熱中症で救

急搬送という事故が起きてしまった。熱中症には、さらに細心の注意と配慮（飲みなさいと

言うだけではなく、飲むのを実際に見て確認する等）が必要であると反省した。

・現在、北信越に知的障がい者のサッカーチームは当チームの他は北信越に２つしかない（前

述の新潟と福井）。同じカテゴリーの試合がなかなか組めないという厳しい環境にあるのが現

状である。自チームの「仲間」を増やしていくと同時に、県内や近県にライバルチームとい

う「仲間」をつくることも今後の大きな課題である。そこで、１０月に行ったサンアップル

サッカー大会をヒントに、２０２０年度はフットサル大会を企画したい。県内外の特別支援

学校や障がい者施設に参加を呼びかけ、大会を通じて、県内から近県にかけて知的障がい者

サッカーの輪を広げていきたい。その中で「いつか１１人制の試合も…」と、ライバルチー

ムの成長を促していければよいと思う。
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＜写真＞ 

4 月 27 日（土）  

交流試合  

VS 金沢フェニックス 

6 月 1 日（土）  

交流試合  

VS 津幡高校サッカー部 

6 月 15 日（土） 

北信越・東海ブロック予選会 

VS 愛知県選抜 

6 月 16 日（日） 

北信越・東海ブロック予選会 

VS 新潟県選抜 

7 月 7 日（日） 

障害者スポーツフォーラム 

試合前ミーティング 

7 月 7 日（日） 

障害者スポーツフォーラム 

VS 福井県選抜 

9 月 1 日（日） 

交流試合  

VS シニア O-70 選抜 

10 月 6 日（日）  

交流試合  

VS 七尾高校女子サッカー部 

10 月 26 日（土） 

サンアップルサッカー大会

VS アップルＦＣ

12 月 7 日（土） 

フットサル交流

VS 金沢フェニックス

1 月 25 日（土） 

フットサル交流

VS 向陽高校サッカー部

1 月 24 日（祝） 

フットサル交流

VS ＦＣ．ＴＯＮシニア
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助成課題 
Ｉ－ＯＤＡＴＡ財団 Ｕ－５フットサル交流大会 

【活動報告】 

1. 活動の目的

幼少期からスポーツに親しむ環境づくりに寄与するため、「見る・学ぶ・楽しむ・やってみる」

を基本コンセプトに、巡回教室を行う。 

単に技術を指導するだけではなく、まずは「みる」。プロ選手・コーチのプレーをその場で見る

ことで言葉や指導では伝えきれない、感動や驚きを与え選手への憧れも生むはずです。そして、

選手やコーチが直接教えることで子供たちの学びの姿勢も高まり、吸収もはやくなります。ま

た、「目的」を与えることでより一層練習に励んでくれます。同じ世代の子供たちが集う場「交

流試合」で園児間を越えたつながり、出会いもできます。そんなフットボールがもつ力を最大

限につかった教室、交流試合を行います。 

このことは、以前よりクラブとして各市町村のイベントへの積極的な参加、幼稚園・保育園の

フットサル巡回指導など「地域に根差した・地域に愛される」クラブ作りを進め地域の方のご

協力で実現いたしました。

巡回指導を通じて、幼少期からスポーツに触れることで将来のスポーツ文化の発展・向上につ

なげる事、運動能力の向上により、健康促進社会につなげる事。チームスポーツとして人の大

切さを知り、リスペクト精神の構築につなげ人の繋がりを作るために、知らない地域の子供達

を集めた交流試合を開催実施。

開催することで、そこに集まる子供達だけでなく、見に来ていただける家族、祖父、祖母が集

まるコミュニティーを作り家族がハッピースマイルになれる機会を作りたい。

Fリーグ 2019/2020 ディビジョン２ホームゲーム開催日に交流大会を行う。

ホームゲーム開催日に行うことでトップリーグの試合を見ていただき、石川県に『スポーツを

見る文化』の構築につなげる。トップリーグが行われた同じ会場で交流試合を開催することで

未来ある子供たちの心の思い出作り。

2. 実施内容および成果

・年間を通して、（月 1・月２）7施設で巡回保育、要望により、2施設の学童でも巡回を実施

巡回保育では、スポーツ・体を動かす事を楽しむ大切さや、サッカー・フットサルが苦手な

子供たちでも出来るようにボールを足で蹴る・止める・運ぶだけではなく、手で扱ったり、

いろいろな動物の歩き方や、園にある器具を用いて体を動かすことにより、月を追うごとに

子供たちの気持ちの変化や意欲、先生方が普段見れない子供の様子、園の一体感につながり

ました。障害を持った子供も分け隔てなく私たちは実施し、本人の自身や周りの子供たちの

リスペクト精神の目的を得ることができました。

・1月 12 日ホーム最終戦同会場にてＵ－５フットサル交流大会実施。

試合の実施に伴い、参加した園の子供達は目的に向かい頑張る意欲や、園あげての一体感

それを見守る親御様の笑顔、Ｆリーグホームゲーム同会場の雰囲気を体感し思い出作りを

実現できた大きな成果でした。

団 体 名： 一般社団法人ＦＳＶスポーツアカデミー 

代表者氏名： 鈴木 修平 
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3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

この活動を通して、私達クラブが考える地域密着とは、言葉だけではなく実際地域の活動に参

加することにより「地域に根差した・地域に愛される・地域に必要とされる」クラブにならな

ければいけないと感じました。 

スポーツ（体を動かす）の力は、ただ健康だけではなく、人の心・社会環境を変える事の出来

る素晴らしいことだと思います。

Ｉ－ＯＤＡＴＡ Ｕ－5 フットサル交流大会の目的・目標があることで、未来ある子供達が大

きく変わることも知りました。

継続することの大切さや子供達だけではなく、子供の笑顔が大人の笑顔になり大人の笑顔が社

会の笑顔にそして社会の笑顔が地域活性に繋がるようにしていかなければいけません。

弊クラブがどれだけ貢献できたかは、わかりませんが、各園の方からは巡回教室・大会を通じ

て園児、先生方の変化を感じ、感謝のお言葉や継続のお願いをいただきました、その中でも障

害者の子供の成長、周りの子供達の成長、大会で頑張る姿のお言葉は心に残りました。
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＜写真＞ 
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助成課題 
吹奏楽演奏による地域活性化 

【活動報告】 

1. 活動の目的

少子化、過疎化の進む今、高校生が地域での演奏活動を自身で計画し実施することで、地域

の活性化に尽力することを目的とする。また、地元加賀市だけでなく、能登地方など県内での

演奏活動を通して、地域に方々との交流や演奏して喜んでいただける経験をすることで、地元

に愛着を持ち地元を支える産業人を育成することを目指す。 

2. 実施内容および成果

①加賀市内における演奏活動の活性化

地域行事、福祉施設、商業施設等での演奏を 21回実施した。特筆すべきは、8月に加賀市内

で開催された「加州大聖寺藩参勤交代うぉーく」にてパレード演奏を行ったことである。東京

日本橋から大聖寺藩邸までを 13泊 14日で踏破したイベントの最終日に、加賀市内を演奏しな

がら歩き、グランドフィナーレを音楽で盛り上げることができた。この活動を通し、加賀市の

歴史を学ぶだけでなく、地域の方々と協力して地元の活性化のために尽力することの大切さと

達成感を学ぶことができた。 

②能登地方での演奏活動の活性化

6 月に輪島市で開催された演奏会にて、能登高校との合同演奏やパレード演奏を実施した。

また、8月には珠洲市で開催された宝立七夕まつりでのパレード演奏や、飯田高校・珠洲市立緑

丘中学校との交流会を実施した。加賀市の生徒が能登で演奏をし、地域の方々に声援をいただ

く経験ができ、生徒たちにとって自己有用感が高まるきっかけになった。 

③加賀高校、寺井高校、鶴来高校、大聖寺高校との合同演奏

1月に野々市市で開催された演奏会にて、加賀高校、寺井高校、鶴来高校との合同演奏を行っ

た。部員が少ない学校同士が合同練習で仲を深め、互いに協力し合うことで、学校の違う仲間

たちと一緒にステージで演奏することができた。また、少人数だと演奏できない曲目や表現が

可能となり、仲間と演奏できる幸せをさらに感じることができた。加えて、加賀高校、鶴来高

校とは 8月に金沢市で開催された「金沢ゆめ街道」でも合同でパレード演奏を披露した。12月

には加賀高校、大聖寺高校とクリスマスコンサートを行った。少人数でも協力して演奏できる

ことを経験し、自分たちの工夫次第で何でも挑戦できることを学ぶことができた。 

④スポーツの大会およびイベントでの応援演奏

貴財団からのご紹介で、10 月に開催された JC ブラインドサッカー全国大会での演奏をさせ

ていただいた。普段伺えないような大きな会場で、この機会でないとお会いできない方々の前

で演奏させていただくことができた。自分たちの演奏でお客様が笑顔になっていただける姿を

目の当たりにし、今まで頑張ってきたことに自信をもつきっかけになったのではないかと考え

る。また、11月に加賀市で開催された「ロボレーヴ国際大会」でも演奏をさせていただいた。

各国から参加された方々に対し、音楽でおもてなしの心を示すことができた。 

団 体 名： 石川県立大聖寺実業高等学校吹奏楽部 

代表者氏名： 校長 六反田 雅宏 
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3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

①加賀市内における演奏活動の活性化

特に「加州大聖寺藩参勤交代うぉーく」で加賀市内をパレード演奏した経験は、消滅可能性

都市と呼ばれる加賀市に、高校生の力で活気をもたらし、生徒が自ら地域のために活動するこ

との大切さを学ぶことができた。また、福祉施設での演奏では異年齢の方々との交流を通して、

他者理解や福祉マインド、自己有用感を醸成することができた。さらに、地域での多くの演奏

機会を通して、地域の方々から直接頂いたご声援や笑顔が、生徒たちにとって地域を愛し地域

を支える産業人として地元企業に就職することの大切さを学ぶきっかけになったのではないか

と考える。 

②能登地方での演奏活動の活性化

南北に長い石川県を縦断し、珠洲市の生徒や輪島市、能登町の生徒と直接関わることは、生

徒にとってより強い仲間意識を芽生えさせ、社会人になっても互いを大切に想う信頼関係を構

築してくれた。そして、能登で直接関わった仲間や地域の方々からのご声援を通して、ふるさ

と石川県を愛し、石川県全体を支える産業人としての資質を醸成することができたのではない

かと考える。また、加賀市と同じく消滅可能性都市とされる能登地方での演奏活動を通し、生

徒自らが考え行動することが、地域の活性化に少しでも尽力できるという経験につながったの

ではないかと考える。この活動を通して、石川県全体を支える若い力の必要性、可能性をさら

に強く感じることができた。 

③加賀高校、寺井高校、鶴来高校、大聖寺高校との合同演奏

特に「金沢ゆめ街道」において金沢市内でパレード演奏でき、日頃では出会うことのないた

くさんの方々の前で演奏したり、金沢の中心地を演奏しながら歩いたりした経験は、今まで自

分たちが信じて活動してきたことを認めていただいたように感じたのではないかと考える。つ

まり、少人数で活動している生徒たちでも、同じように活動する同世代の部員と協力すること

で、自分たちにできることは何かを自ら考えて、行動することができたのではないか。高校生

が社会に対し行動できることはたくさん存在し、それを学校の壁を越えて協力することで、自

分たちの可能性や行動の意義についても各自考えるきっかけになったのではないかと考える。

また、たくさんの仲間と協力して得られる達成感と、大会に出場するだけでなく、地域に愛さ

れるバンドになることの大切さを学ぶことができたのではないかと考える。 

④スポーツの大会およびイベントでの応援演奏

スポーツの大会やイベントでの演奏を通して、自分たちの演奏で誰かの応援ができ、誰かを

支える体験をすることができた。また、他競技での演奏は、自分たちの今までの努力が自身の

満足だけでなく、他者を勇気づけ他者を支えるという自己有用感を得られる経験につながり、

この経験を重ねることで、自ら進んで他者を思いやり、手を差し伸べる、共助の心を育てるこ

とができたのではないかと考える。 

 以上を総括すると、高校生という多感な時期に、音楽を通して他者や社会に対し貢献する活

動を経験することで、自己有用感を醸成させるだけでなく他者理解や社会への関心が高まり、

社会人になった後もふるさと石川県を支える産業人として生活する資質が養われたのではない

かと考える。消滅可能性都市といわれる加賀市や能登地方だが、そこで生活する若い力の可能

性は無限大であり、若い力を石川の宝としていかにして育てていくかが、私たち大人に課せら

れた命題なのではないかと考える。 

 現在、新型コロナウィルスという未知なるウィルスとの闘いにより活動が制限される中、今

後私たちにできることは何か、生徒たちは自ら一生懸命考えてくれている。今回ご支援いただ

きいた経験をいかし、今後社会のために何ができるか、活動できる時期を待ちながら準備を進

めていきたい。 
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＜写真＞ 
①加賀市内における演奏活動の活性化

8月 11日参勤交代うぉーく 於:大聖寺高 8月 25日 24時間テレビ 於:イオン加賀の里 

9月 23日こいこいまつり 於:山中白山神社  9月 8日県大会 於：加賀市スポーツセンター 

10月 5日訪問演奏 於:サンライフたきの里  12月 24日訪問演奏 於:片山津児童センター 

②能登地方での演奏活動の活性化

5月 31日能登野外音楽祭 能登高校と合同演奏  於:輪島市民会館、輪島市内 

8月 3日宝立七夕まつり 飯田高校、緑丘中学校と交流 於:珠洲市立宝立小中学校、珠洲市内 
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③加賀高校、寺井高校、鶴来高校、大聖寺高校との合同演奏

1月 26日クロスオーバーコンサート 加賀高、寺井高、鶴来高と合同演奏 

於:野々市文化会館フォルテ 

8月 10日金沢ゆめ街道 加賀高、鶴来高と合同演奏 於:金沢市内 

12月 25日クリスマスコンサート 加賀高、大聖寺高との合同演奏 於:アビオシティ加賀 

④スポーツの大会およびイベントでの応援演奏

10月 19日 JCブラインドサッカー全国大会開会式 於:石川県西部緑地公園陸上競技場 

11月 9日ロボレーヴ国際大会閉会式 於:加賀市スポーツセンター 
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助成課題  女子野球普及育成事業 

【活動報告】 

1. 活動の目的

 女性の社会進出や男女平等を推し進める動きが広がっている昨今、スポーツの世界でも女性

の活躍は目を見張るものがあります。そのような中、野球を楽しむ女性も右肩上がりに増え続

けています。この石川県においても一般の部で「ダラーズ」が日本一に輝き、「中学選抜ダラー

ズベイビーズ」がベスト８に進出、そして学童の選抜チーム「輝プリンセス」も 5 年連続でチ

ームを結成し全国大会に出場しています。 

男女問わずストレス社会といわれる中で、女性が社会進出していく際には余暇活動を充実さ

せることも非常に大きな要因になるのではと考えます。学童で野球を始めた選手が中学・高校

と活躍し、社会に出てからも好きな野球を余暇の中で楽しむことが出来る環境を作りたいと思

います。 

そのためには、現在活動している選手が野球を続けられる環境づくりだけでなく、未経験者

を含む経験の浅い選手たちに対し野球を始めたいと思えるきっかけを作ること、さらにはそれ

らの選手を指導育成していく指導者の育成にも取り組みます。 

女性が当たり前に野球を楽しみ、充実した余暇活動で女性の社会進出の支えの一つとして、

野球も社会も男女の差なく楽しめる時代になるよう活動していきます。 

2. 実施内容および成果

 2019 年度は全国大会での活躍際立ちました。まず、一般の部で「ダラーズ」が昨年の雪辱を

晴らし、2 年ぶり 3 度目の日本一に輝きました。さらに大学野球の日本一のチームと対戦する

ジャパンカップにも勝利し、アマチュア女子軟式野球の最高峰に返り咲きました。また、中学

生の全国大会では「石川選抜ダラーズベイビーズ」が石川県として初勝利を挙げただけでなく、

団 体 名： 石川県野球協会 

代表者氏名： 温井 伸 
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ベスト８に進出することが出来ました。学童の「輝プリンセス」は 5 年連続チームを結成し全

国大会に出場しました。 

 さらに 2019 年度の大きなテーマでもあります、未経験者を含む経験の浅い選手たちに対し野

球を始めたいと思えるきっかけを作るために、初の試みであります「ティーボール大会」を開

催し、これからの新しい芽を育てる活動を行いました。また、選手の指導育成だけでなく、選

手を指導する指導者の育成として、日本スポーツ協会公認のスポーツ指導者（軟式野球）の養

成講座を受講し指導者の育成も行った。 

以下に 2019 年度に出場した主な大会の結果と実施した事業を列記します。 

・第 14 回全国女子軟式野球選抜交流大会（ダラーズ） ベスト４

・第 5回悠久山大会（ダラーズ） 優勝（2連覇）

・第 30 回全日本女子軟式野球選手権大会（ダラーズ） 優勝（2年ぶり 3度目）

・第 4回全日本中学女子軟式野球大会（石川選抜ダラーズベイビーズ） ベスト８

・ＮＰＢガールズトーナメント 2019 全日本女子学童軟式野球大会 5年連続出場

・第 25 回女子軟式野球ジャパンカップ 優勝（2年ぶり 3度目）

3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

 2019 年度は、野球を始めるきっかけ、野球ができる環境、野球を続ける仕組みがしっかりと

した軸となり活動することが出来た。 

野球を始めるきっかけづくりとして、初めての試みであるティーボール大会を行い、男女問

わず未経験者を含む経験の浅い 3.4 年生以下の多くの子供たちに野球に親しむきっかけづくり

を行った。 

野球ができる環境づくりとしては、2019 年度も学童・中学で石川県の選抜チームを結成し、

現在活動している学童・中学生に大きな目標を与えること、そしてその目標に向かって仲間と

ともに力を合わせて努力し続けることを学ぶ環境づくりが出来た。 

野球を続ける仕組みとしては、学童・中学生・高校生一般と野球を続けられるよう各ステー

ジでチームを作ることが出来た。また野球経験の長い選手がチーム内で実質指導者としても活

躍し若手の育成にも尽力し、選手としてまた指導的な立場で長く野球に携わることが出来た。 

一般チーム「ダラーズ」には中高生 6 人と社会人 9 人の選手が在籍していますが、学童から

中学生、そして高校生・一般と女性が当たり前に野球を楽しみ、充実した余暇活動で女性の社

会進出の支えの一つとしても、世間一般からするとまだまだ小さな一歩ではありますが、それ

でも野球も社会も男女の差なく楽しめる時代に向かって歩みました。 
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＜写真＞ 
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助成課題 

石川県下の子供たちとのふれあいの場としまして、小学 3、4 年生対象サッカ

ー大会を開催し、競技力の向上はもちろんのこと、当日は、元日本代表選手で
ある武田修宏氏を招聘しクリニックを開催いたします。また、保護者の方とも

コミュニケーションさせていただくことで、お子様の育成に何らかの一助にな

ればと考えております。 

【活動報告】 

1. 活動の目的

⑴大会の少ない、Ｕ－１０（小学校３，４年生）を対象とすることで、多くの試合経験で競技
力向上をめざすとともに、試合を通じてサッカーの楽しさを再認識してもらいます。 

(2)また、更なる競技力向上の施策として、県外からJクラブ下部組織チームを招待し、県内で
は対戦できないレベルのチームとも対戦経験を積んでもらいます。 

(3)著名な元日本代表サッカー選手武田修宏氏を招いてのサッカークリニックも実施し、将来へ

の夢を大きく膨らませてもらいます。クリニックでは実技指導だけでなく、夢を持つ大切さ、
努力することの大切さ、リスペクト精神などについても実体験に基づいてお話ししてもらいま

す。もちろん、ツエーゲンの選手にも参加してもらい、子供たちへの実演、指導、サイン会な

どのファンサービスも実施。 

2. 実施内容および成果

場所：西部緑地公園陸上競技場、西部緑地公園多目的広場 
参加チーム、人数：12チーム、106人 

県外招待チーム：セレッソ大阪U-10、名古屋グランパスU-10 

クリニック講師：元日本代表 武田修宏氏 
内容： 

19日 4チーム3グループに分かれての、リーグ戦を行った。 

各チーム3試合ずつ行い、グループ内で順位を決定。 
20日 グループの同順位同士で順位決定戦を行った。 

大会後は、武田修宏氏によるサッカー教室、「フェアプレー・リスペクト」についての講
話、 

サイン会などを実施。 

団 体 名： 株式会社石川ツエーゲン 

代表者氏名： 西川圭史 
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結果：優勝 セレッソ大阪U-10 

準優勝 符津（石川県） 

3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

1)子供たちにとって、やはりスポーツの醍醐味は試合であり、大会を通じて子供たちは生き生
きとプレーを行っていた。トロフィーやメダルを貰える大会はめずらしく、各チーム勝ちにこ

だわり、負けた時には悔しがり、本気で取り組んでいた。公式戦さながらの非常に良い経験に

なったと感じた。 
(2)結果として、県外招待チームが優勝し、県内クラブにとっては、上を目指すにあたって通用

するところ通用しないところが明確になり、個人個人が良い意味で課題を発見できた。 

(3)元日本代表選手による、サッカー教室や講話は、サッカーを上達したい子供たちにとっては
非常に貴重な機会であり、目を輝かせて取り組み、話を聞いていた。日頃教えてもらっている

指導者とはまた違った視点での指導などもあり、若い年代では、さまざまな指導者に触れるこ
とが非常に大切であると感じた。 

(4)リスペクトの精神を大切にし、試合外では対戦相手との交流も生まれており、スポーツの持

つ力を改めて体感した。 

一つの大会、一つの指導で、子供が大きく変わるきっかけになることがあります。大会の質、
誰に指導してもらうかが非常に大切であり、今大会がそのきっかけになればと思っております。

1 回の大会では限られた影響でしかないとは思いますが、継続することで、石川県におけるサ
ッカーの裾野の拡大、レベルアップに少なからず貢献できると思います。 
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＜写真＞ 
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助成課題 
高性能卓球マシンの開発と卓球マシンを活用した効果的練習法

の検討 

【活動報告】 

1. 活動の目的

本活動では，卓球トップレベル選手を対象とした 4 ローラ式発射機構を用いた高性能卓球マ

シンを開発することが大きな目的である．また本卓球マシンを活用した有効な練習法を検討す

ることも目的の一つである．これらの目的が達成されれば，石川県内の中高校生の卓球選手の

技能力アップはもちろんのこと，オリンピックや世界選手権を目指すトップアスリート選手の

パフォーマンス向上にも役立つ．さらに，開発する高性能卓球マシンを多くのメディア等を通

じて広報することで，県民のスポーツへの関心を高め，卓球大会やレクレーション等を通じて

健康増進や地域交流にも貢献でき，非常に意義深いものと考えられる．

2. 実施内容および成果

 卓球ボールは強度が弱く，滑りやすい特徴がある．このためボールを適切な力で把持し，精

度良く案内し発射できる機構として，申請者が発明し特許取得済（投球機：特許第 5999616号）

の 4ローラ式発射機構を採用した． 

 本機構は，上下 2 つの発射ローラと左右 2 つ

のジャイロローラを十字型に配置し，両ジャイ

ロローラの交差角 γ を自由に変更することが

できる．4つのローラの回転数と交差角を調整す

ることにより，縦回転系のドライブ，横回転系の

カット，ジャイロ回転系のチキータなど，すべて

の球種のボールを任意の速度で発射することが

できる．

 卓球スマッシュ時における最高球速は野球と

ほぼ同じ約 150 km/hであるが，スピン数は格段

に高く8000rpmを超える．スピンパラメータ（SP：

球速に対するスピン数）は，野球の場合 0.3 程

度であるが，卓球では約 10 倍の 3.0 にも達す

る．この高速・高スピンを実現するため，ブラシ

レス DC モータによる精密な回転制御を行って

いる．これより，卓球トップアスリート選手の練

習に十分耐え得る球速，あらゆる球種を高精度

で発射可能な高性能卓球マシンを設計，製作し

た．製作した卓球マシンを右図に示す．

団 体 名： 公立小松大学 スポーツ研究・開発チーム 

代表者氏名： 酒井 忍 

製作した 4ローラ式卓球マシン 
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 製作したマシンを 2019年 10月 24～25日，

福井市で開催された北陸技術交流テクノフェ

アの特別展「スポーツを支える日本の技術展」

の一つとして出展をした．2 日間で 200 名を

超える来場者に製作した高性能卓球マシンを

直接目で見てもらう機会を得た．

 なお，希望者には本マシンと対戦をしても

らい，マシンから発射するボールを 10球程度

打ってもらい，横回転や縦回転ボールの飛翔

軌道の変化等を実体験して頂いた． 

 体験者は，2 日間で約 100 名，高校生から

高齢者まで幅広く，体験者の満足度は高かっ

た．また，スポーツメーカーやマスコミ関係

者にも体験して頂いた．体験の様子や感想に

ついては，10 月 25 日（金）の福井新聞の朝刊

に掲載されている． 

3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

 今回の活動を通して，既存の卓球マシンと

は比較にならない高い性能を有する 4 ローラ

式の卓球発射マシンを設計・製作することが

できた． 

製作した卓球マシンによる代表的な球種の

スピンの様子を右図に示す．図(a)は縦回転系

のドライブ（トップスピン），図(b)は横回転系

のカット（サイドスピン），図(c)はジャイロ回

転系のチキータ（ジャイロスピン）をそれぞれ

示している．

 これらの発射実験の結果，本マシンは，あら

ゆる球種のボールを任意の速度（最高速度

150km/h）で発射できることが確認された． 

これより，製作したマシンは，卓球トップアス

リート選手が繰り出すすべてのボールを再現

でき，トップアスリートの高度な練習に十分

耐え得る球速，球種を発射できる高性能マシ

ンであると言える．

北陸技術交流テクノフェアの特別展に本マ

シンがブース参加した活動によって，福井・石

川両県民はもちろん，他県からの参加者に対

しても本卓球マシンとの対戦体験や新聞報道等を通じて，スポーツへの興味や関心をより一層

高めることができたものと考えています．また，卓球を通して健康増進や地域交流においても

微力ながら貢献でき，大変意義深いものになった．

 最後に，当初の活動計画では 1～2月頃に，小松市近隣の中高生に対して，本卓球マシンを練

習に活用してもらい，卓球技術の向上を目指す効果的な練習法の検討を行う予定でしたが，新

型コロナの影響を受けて実現できなかったことが非常に残念です． 

北陸技術交流テクノフェア（特別展） 

高性能卓球マシンのブースの様子 

(a) ドライブ（トップスピン）

(b) カット（サイドスピン）

(c) チキータ（ジャイロスピン）

代表的な球種のスピンの様子 
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＜写真＞ 
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助成課題 競技力向上を目的とした練習試合の実施 

【活動報告】 

1. 活動の目的

ここ十数年、全国中学校バドミントン大会において上位に入賞するチームは、他県より有

力選手が集まった私立中学校または中高一貫校が占め、地元選手のみの公立中学校が上位に

食い込むことは珍しくなった。 

石川県のバドミントンは金沢市立工業高校や金沢向陽高校をはじめとして、古くから全国

大会の上位を勝ち取ってきた経緯があり、その後、日本を代表する選手に成長していった例

もある。しかし、近年では、高校も各県の私立校が強化を始め、中学と同様に上位進出校は

有力選手の集まった私立高校が多くなっている。本県では地元の高校へ進学する生徒が多い

ため、高校の成績低迷は中学校における競技力向上に大きな課題が残っていると考えられる。 

私たち美川中学校バドミントン強化部は自チームの強化とともに、練習試合の際には県内

チームも招待し、県内全体の競技力向上を図っている。このように、中学校カテゴリーの競

技力を向上させることにより、高校、または大学、そして社会人と優れた競技力を備えた選

手の育成を目指したいと考えている。

2. 実施内容および成果

(1)4月

①宮城県聖ウルスラ学院英智中学校への遠征（１泊２日）

自チームに加え、白山野々市市内の有力選手と合同にて遠征を実施した。県外強豪校と

の実戦練習によって、全国大会への意識向上と競技力向上につながった。 

②県外チーム及び県内有力チーム合同での練習試合（２日間）

福井県・富山県・岐阜県・愛知県・新潟県・京都府・石川県（布水中・高松中・高岡中・

松任中・能登香島中）を招いての練習試合を２日間実施し、県内有力チームの全国大会へ

の意識向上と競技力向上につながった。 

(2)6月

①選手応援 Tシャツの作成

選手・保護者・親族等地域の応援団でチーム Tシャツを作成することで、選手と応援団

が一体となり、大会に臨むことができた。 

(3)7月

①宮城県聖ウルスラ学院英智中学校との練習試合（３日間）

聖ウルスラ学院英智中学校が来校し、練習試合を行った。松任中も招き、翌週の県大会

に向けて質の高い練習試合を実施できた。 

②県中学校バドミントン大会

男子団体・女子団体第１位（男子は１３年ぶりの優勝、女子は３年ぶりの優勝） 

男子シングルス第１位・男子ダブルス第２位、３位 

女子シングルス第２位、３位・女子ダブルス第１位、３位 

団 体 名： 白山市立美川中学校バドミントン強化部 

代表者氏名： 政谷 泰俊 
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(4)8月

①北信越中学校バドミントン大会

男子団体・女子団体第１位（男子は初優勝、女子は５年ぶりの優勝） 

女子ダブルス第２位 

②全国中学校バドミントン大会

男子団体・女子団体第３位（男子は初の入賞、女子は３年ぶり４回目の入賞） 

(5)10月

①県外チーム及び県内有力チーム合同での練習試合

兵庫県・岐阜県・愛知県を招き、練習試合を実施し、チームの競技力向上につながった。 

(6)11月

①中部日本バドミントン大会への参加（愛知県）

中学３年生を中心に、愛知県で開催された中部日本バドミントン大会に参加した。 

高校生以下の部へ参加し、上位カテゴリーとの試合を通して、競技力向上につながった。 

(7)1月

①お正月合宿の実施

 創部当初より毎年恒例のお正月合宿を実施した。本校 OB・OGを中心として、県内の高校

生や社会人、日本代表選手が参加し、２日間の強化練習を行うことで、競技力向上及びチ

ーム力の向上につながった。 

3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

(1)チームの競技力向上と全国大会への意識向上

練習試合では県外チームを招いたり、県外へ出向いたりすることで、全国大会のイメージ

を獲得するとともに、より高いレベルで実戦練習を行うことができた。これらの活動によっ

て、選手が全国大会で戦うために必要な競技力を向上させることができ、また、全国大会で

上位入賞するという意識を高めることにつながったと考えられる。 

(2)石川県の中学校カテゴリーの競技力向上と高校への接続

 練習試合及び県外遠征に石川県内の有力チームを招待し、合同練習会とすることで 2019

年度の全国中学校バドミントン大会においては本校が男女共に 3位入賞、金沢市立高岡中学

校が女子団体出場と、男女合わせて４枠しかない北信越代表の座を石川県で３つ獲得するこ

とができた。 

 また、近年では県外への選手流出による競技レベルの低下が様々な都道府県で見られる

中、本年度、この助成対象活動に関わった選手は皆、県内の高校へ進学し、バドミントンを

続けることとなっている。本活動が 3年後の全国高校総体、さらには国体の強化へとつなが

り、石川県全体の競技力向上につながることを期待している。 

(3)今年度の総括と今後の活動の展望

今年度はチームの強化を中心に据え、県内中学校の競技力向上を目指し、活動を行った。

昨今、中学校部活動の在り方が見直され始めている中、部活動に加え、社会体育として、地

域の指導者や地域の卒業生及び保護者の方々に支えられながら活動できていることを鑑み

れば、私たち美川中学校バドミントン強化部が県内のバドミントン競技力向上の中心とし

て、石川県に貢献していかなければならない。 

 最後に、このような素晴らしい助成活動をご用意してくださった公益財団法人 I-O DATA

財団の皆様に感謝申し上げ、これからもさらなる発展を目指し、地域から応援されるととも

に石川県のバドミントンに貢献できる団体として努力していきたい。 
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＜写真＞ 

図 チーム応援 Tシャツ（選手） 図 北信越大会男女アベック優勝 

図 全国大会男女アベック３位 
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助成課題 
県内の小中学校への学校訪問の実施 

【活動報告】 

1. 活動の目的

石川県内の小中学校へ選手や公式マスコットキャラクター「ライゾウ」が訪問し 登校時間に挨

拶運動を実施したいと考えております。 選手やマスコットキャラクターが挨拶をすることで、

子供たちが元気にその日を過ごせるようにし、挨拶の大切さを呼びかけたいと考えております。 

また、バスケットボールに少しでも興味を持ってもらうきっかけを作りたいと考えております。 

2. 実施内容および成果

金沢市を中心とし、野々市市・白山市の小中学校へ挨拶運動を実施する旨を事前連絡し、３０

校から応募がありそのすべての学校へ日程調整の上、訪問し登校時に子供たちと一緒に挨拶運

動を実施しました。 

挨拶運動の実施によって、バスケットボールや金沢武士団に興味のない子供たちとも触れ合う

ことができ、配布したチラシをもってその後の試合会場に家族で足を運んでくれる子もいまし

た。 

また、選手やマスコットが朝の登校時に挨拶運動を実施したことで、通勤時に活動しているこ

とを見た地域の方々やファンの方々にも好印象を持ってもらえたようで、「うちの子供の学校に

も来てほしい。」というようなお褒めの声もいただきました。 

試合会場以外で選手が、ファンの方々や地域の方々と触れ合う機会が少ないことが悩みでした

が、挨拶運動をしたことで、訪問した学校の子供たちだけでなく、その地域の皆様にもプロバ

スケットボールチームの金沢武士団を知っていただけたことが今回の挨拶運動を通じて得た成

果です。

団 体 名： 北陸スポーツ振興協議会株式会社 

代表者氏名： 代表取締役社長 中野 秀光 
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3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

挨拶運動で訪れた学校の子供とその家族が、試合会場に来て実際に訪問した選手に声援を送っ

ていました。選手もそれに気づいており、試合での力になっているとのことでした。 

はじめは朝が早くて大変そうだった選手も、子供たちの反応を受けて、地域の子供たちと触れ

合うイベントの大切さを改めて痛感したようで、挨拶運動のみならず他のイベントにも積極的

に参加するようになりました。 

また、積極的にイベントに参加した選手は地域の人々や子供たちから身近に感じていただけ

るため、その人気はより高くなることも実感しました。 

したがって、選手は、イベントに参加したことが人気の増加につながり、多くの自分のファ

ンが試合会場に足を運んでくれるきっかけとなる。そして彼らの声援が自分の力になりいいパ

フォーマンスをすることができる。という良いサイクルを生み出すことができました。
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＜写真＞ 
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助成課題 トロンボーンやドラム等を購入し、音楽の厚みを増す

【活動報告】 

1. 活動の目的

マーチングバンドの活動の目的は音楽を通して豊かな情操を養うことや、子どもたちの心と体

の育成をすることである。

活動をしていく中で、仲間と協力し合い、つながり合い、さらには家族愛・学校愛・郷土愛を

育むことをねらいとする。

児童は全国大会の出場を目標とし、日々の練習に努めている。

だが、毎年練習に練習を重ねても全国大会には出場することができていない。

昨年度のマーチングバンド北陸大会では、審査員に楽器の編成が課題であると指摘を受けた。

トロンボーンとドラムを購入し、音の厚みを増すことで全国大会に出場するという児童の夢を

叶えさせ、成長につなげていきたいと考えた。

2. 実施内容および成果

７月   やたの子ども園夏祭り出演 

・幼児、地域の方々に演奏演技を楽しんでもらう。

９月  マーチングバンド県大会

・北陸大会への出場権を獲得する。

（９月  矢田野小学校運動会）

※雨天のためマーチング演奏中止

・全校児童や地域の方々に演奏をお披露目する。

１０月  矢田野校下社会体育大会

・演奏をすることでたくさんの人に集まっていただき、まちの活性化に協力する。

１０月  マーチングバンド北陸大会

・新たな楽器であるトロンボーン、スネアドラムのソロがある楽曲を演奏し、今ま

での矢田野小の演奏とは違ったショーを披露する。

・結果は銀賞で、全国大会には出場することができなかった。

１２月  さよならコンサート

・お世話になっている地域の方や、応援していただいた方々への感謝の気持ちを込

めショーや演奏を行う。

１月 マーチングウィンターカーニバル

・初出場を果たす。新聞でも記事に取り上げられ、地域の方々にも活動を知ってい

ただけた。

（３月  金沢武士団 オープニング・ハーフタイムショー出演） 

※新型コロナウイルス感染症流行のため試合中止

団 体 名： 小松市立矢田野小学校マーチングバンドクラブ

代表者氏名： 向出 裕幸 
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・同じスポーツ文化助成を受ける団体同士が出演し、互いに盛り上げ合うことで、

様々な方々を楽しませることができるのではないかと考えた。

3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

トロンボーンやスネアドラムを購入し、音の厚みを増すことはできたが、児童の夢である全

国大会出場は叶えさせることができなかった。しかし、児童にとっては今回楽器を新たに購入

したことでの変化が多くあった。 

 まず、トロンボーンを購入し、トロンボーンパートが増えたことで、児童らが協力して練習

を行うことができるようになった。低音はユーフォニウムしかおらず、楽器の関係上３名しか

いない。今までは３人で話し合い練習を進めていたが、トロンボーンを３台購入したことで、

６名となり、まとまってパート練習を行えるようになった。パート内でお互い、良くできてい

る部分は褒め合い、分からない部分は教え合いながら、切磋琢磨する姿が多く見られた。 

また、新しい楽器を持てることで児童の意欲が上がった。矢田野小学校マーチングバンドク

ラブは今年で３８周年を迎え、歴史あるクラブである。楽器もその当時から使用しているもの

がほとんどであり、修理を重ねながらなんとか演奏をしている。そこで新たな楽器が増えたこ

とで、新品の楽器を使用できる喜びから練習意欲が上がった。トロンボーンは演奏方法も特殊

で、他の管楽器とは違いピストンがないため、トロンボーンパートの児童は、講師に教えても

らった演奏法だけでなく、家でも自ら進んで演奏法を調べながら練習を行う姿が見られた。こ

れは小学生の練習における意欲としてはとても高いものだと考えられる。

 次に、スネアドラム・キャリアを購入したことで、練習時間を伸ばすことができた。今まで

のスネアドラムは大人が使用している物よりも重く、小学生にとっては担いでいるだけでも精

一杯であった。児童用の軽いものを購入することができ、動きの練習をする際にも休憩を何度

も入れずに練習ができた。また、音も修理を重ねているために少しずつ違ってきていて、ショ

ーで使用するにはふさわしくないものであったので新たに３台を購入したことで音も揃い、聴

き心地のよい音になった。 

 以上のことが変化したことにより、例年に増して意欲的で充実した練習への取り組みとなっ

た。矢田野校区であるやたの子ども園の夏祭りに出演できたことや、校下社会体育大会に参加

できたことで、児童のことを知っている身近な人々に演奏を楽しんでもらえることができた。 

新型コロナウイルス感染症流行のため、残念ながら金沢武士団のオープニング・ハーフタイ

ムショーでの演奏は行うことができなかったが、自分たちだけでなく他の団体と協力しながら

地域貢献に役立ちたいという思いは今後も大切にしていきたいと考えている。

 今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、矢田野小学校マーチングバンドクラブとして

どのように活動ができるか、またどのような成績を残せるかは分からないが、今後も地域の方々

やたくさんの人々に喜んでいただけるような演奏演技ができるよう、精一杯努めていきたい。 
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＜写真＞ 
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助成課題 演奏活動による地域スポーツ・文化、地域福祉への貢献 

【活動報告】 

1. 活動の目的
 本校吹奏楽部は、中学校では県内でトップクラスにあり、多くの方々から温かいお声かけを

いただいているが、それは地域に還元するものであると常々考えて活動している。今回の助成

を受け、これまで以上にスポーツを含めた地域文化、福祉への貢献を目ざし、音楽を通じて多

くの皆さまに活力を与え、交流を図ることを目的とした。

2. 実施内容および成果
２０１９年の実施事業 

６月 ３日（日）大浦校区３世代交流グランドゴルフ大会（大浦公民館主催） 

◇於・こなん水辺公園グランドゴルフ場 参加者約９０名、演奏者１２名

開会式で清々しく演奏し、参加者に元気をプレゼント。開会式時に小雨模様だった天候も

徐々に回復し、老若男女交流し楽しく運動していた。 

６月１６日（日）第６２回中部日本吹奏楽コンクール（中日新聞社主催） 

◇於・津幡町文化会館シグナス 大編成の部に５０名が出場（１５団体参加）、金賞受賞

２曲を演奏。浜松本大会への進出は成らなかったが有意義な大会であった。

７月２７日（土）第６７回石川県吹奏楽コンクール（朝日新聞社主催） 

◇於・金沢歌劇座 Ａ（大）編成の部に５０名が出場（３２団体参加）、金賞受賞

課題曲、自由曲の２曲を演奏。金賞で石川県代表となる。また午前部門で第１位となり主

 催者より朝日新聞社賞を受賞。北陸コンクールに向けて勢いをつけることができた。 

８月１０日（土）第６０回北陸吹奏楽コンクール（朝日新聞社主催） 

◇於・金沢歌劇座 Ａ（大）編成の部に５０名が出場（２０団体参加）、金賞を受賞

残念ながら全国大会へ進出する金賞の中の上位２団体に入ることはできなかったが、出演

者一同精一杯の演奏だったと満足して終わることができた。 

８月２３日（金）老人福祉施設訪問（朱鷺の苑松寺主催） 

◇於・朱鷺の苑松寺 参加者約６０名、演奏者４３名

コンクール後、新体制（１・２年）で初の演奏。３曲を披露しお年寄りに喜んで頂いた。

８月２４日（土）諸江夏まつり（諸江公民館主催） 

◇於・アルプラザ前広場 参加者約４００名、演奏者４３名

地域の夏祭りでコンクールの報告も兼ね４曲を披露。地域の賑わいに一役買った。

９月 ８日（日）スペシャルオリンピックス日本・石川大会開会式（同大会主催） 

◇於・城北市民運動公園 参加者約２５０名、演奏者４３名

知的障がい者のアスリートによるスポーツイベント。開会式でのアトラクション。

９月 ８日（日）石川県マーチングバンドフェスティバル（県マーチングバンド協会主催） 

◇於・加賀市スポーツセンター 参加者約８００名、演奏者４３名

動きのある演技をつけて２曲を元気に披露。今後の活動へのステップに。

１０月 ６日（日）大浦公民館文化祭（同公民館主催） 

◇於・大浦小学校 参加者約３００名 演奏者４３名

１１月 ３日（日）浅野川公民館文化祭（同公民館主催） 

◇於・浅野川小学校 参加者約４００名 演奏者４３名

上記地域の２つの文化祭で演奏を披露（各４曲）。特に後者では初めてで好評を頂いた。

団 体 名： 金沢市立浅野川中学校吹奏楽部 

代表者氏名： 沢田 豊 
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１１月 ４日（振休）2019ビエンナーレ石川秋の芸術祭「吹奏楽の祭典」（同実行委員会主催） 

◇於・金沢歌劇座 参加者約１２００名 演奏者４３名

コンクールで好成績を収めた中学校、高校が結集。本校は３曲を演奏し元気をお届けした。 

１１月１６日（土）木島病院地域交流会（同病院主催） 

◇於・木島病院アスレティックリハビリ棟 参加者１７０名 演奏者４３名

同病院が開催する地域住民や療養者を対象とした医療・福祉の啓発を目的とするイベント。 

演奏では５曲を披露。同病院はスポーツアスリートを支援する活動でも知られている。 

１２月１４日（土）岡文化賞授賞式 

◇於・金沢市文化ホール 参加者約２００名（本校４６名） 演奏者６名

市内の優れた文化活動を行った中学校に表彰される同賞を、2019年度は本校吹奏楽部が受

賞。１１月下旬に決定。この日は授賞式に参加し、記念演奏も行った。 

２０２０年の実施事業 

１月２６日（日）石川県マーチングバンドカーニバル（県マーチングバンド協会主催） 

◇於・野々市市文化会館フォルテ ４３名出演（１２団体参加）

２月 ２日（日）いしかわ吹奏楽コンクール新人戦（県吹奏楽連盟主催） 

◇於・金沢歌劇座 ４３名出演（１８団体参加） 金賞受賞

年が明け、２つの大きなイベントに出演し、演奏活動を続けている。

またこれらの他、校内での演奏や個人・グループでのコンテスト及び選抜メンバーによる

イベントへの積極的な参加等で腕を磨き、レベルアップに努めた。なお、残念ながら予定し

ていた２つのスポーツイベント（諸江町小学校区社会体育大会、金沢マラソンでの応援演奏） 

は、悪天候のため実施が叶わなかった。

 本年度の活動では、コンクールに向けた夏までの練習によって技量が向上し、その結果、対 

外的に十分な成果・成績を収めることができた。そこで培った演奏力は、秋以降の地域の皆さ 

ま方へのコンサートやイベントで大いに生かされた。 

普段の練習では、特に各楽器の音色を向上させることに重きをおいた。今回の助成によって 

楽器の拡充ができたことで、より多彩な音色を奏でることができるようになったことに感謝し 

たい。また、演奏力のアップはメンバー個々に自信につながり、次の活動に向けてのモチベー 

ションとなった。演奏に付随する演技や演出の工夫等にもつながったようである。

さらに、活動に際しては部員の保護者に理解を促し、保護者と学校（顧問教員）とがしっか

りと連携していくように心がけ、地域での演奏時には、楽器運搬や部員の移動などさまざまな 

面で保護者のバックアップを得ることができたことも成果の一つである。 

3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容
 音楽文化の提供により、地域社会のさまざまな場面で幅広い年代や分野の方々と交流し、絆 

を深めることができたと考えている。 

 まず、地域にお住まいの方々とは、校区の公民館ごとに開催されるイベントにもれなく出演 

するようにし、前年度以上に交流することができたと思う。開演時には地域の多くの皆さまに 

ご参集頂き、万雷の拍手や手拍子で会が盛り上がった。私たちも音楽内容や演出を工夫するこ 

とで多くの方々に喜んで頂き、つながりが感じられた。 

 また、お年寄りの施設や病院の訪問では、普段はなかなか生の音楽を聴くことが難しい方々 

に、笑顔や安らぎをお届けすることができた。 

さらに、スポーツイベントでは、開会式等での演奏を中心に大会に彩りが加わったと思われ 

る。大会参加者や選手に元気や活力を与えることができたと感じている。 

 最後に、これらの活動によって自分たち自身が演奏への喜びを再認識できたことも大きい。 

今後の上達や地域に向けての発信について、部員一同より一層の努力を誓った次第である。 
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＜写真＞ 

８月２３日 朱鷺の苑松寺での演奏 

８月２４日 諸江夏まつりでの演奏 

９月８日 スペシャルオリンピックス   ９月８日 県マーチングバンドフェスティバル 

１１月３日 浅野川公民館文化祭での演奏 
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１１月１６日 木島病院地域交流会での演奏 

１２月１４日 岡文化賞授賞式  １月２６日 県マーチングバンドカーニバル 

（授賞記念演奏）    （全体演奏に参加） 
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助成課題 
視覚障害のある人、ない人によるブラインドサッカー共通体験及び応援する市

民のパラスポーツへの関心を高める事業 

【活動報告】 

1. 活動の目的

ブラインドサッカーは、パラリンピックの正式競技でありながら、石川県内においてはまだま

だ認知度が低い現状です。ブラインドサッカーを通して「障がいがあってもなくても全ての人

が一緒にスポーツを楽しみ、地域の輪(和)の中で輝ける」ことを大切に、障がいを抱えている

方もない方も当たり前に混ざり合う社会を実現することを目的に実施しました。 

2. 実施内容および成果

■第１回ブラインドサッカー体験会

【日時】２０１９年７月２７日（土）１０：００～１２：００

【場所】シェア金沢スポーツクラブ Ｓ－Ｓｔａｄｉｕｍ（石川県若松町セ１０４－１ シェ

ア金沢内）

【参加人数】３０名（内訳：一般１３名、障がいのある方：１０名、児童：７名）

【講師】鈴木 知佳 氏、中沢 医 氏

【募集チラシ】添付資料①参照

【内容】障がい者スポーツ推進の必要性と楽しさを理解していただき、障がい者スポーツを支える

市民を増やすことを目的にブラインドサッカー体験会を企画し、実施しました。（タイムスケジュ

ール：添付資料②参照）

【成果】 

障害があってもなくても、同じフィールドでサッカーを楽しむことで、様々な個性の違いを受

け入れる環境を作り、普段は気が付かない言葉によるコミュニケーションや信頼関係の大切さ

を共通体験に基づき学びました。 

■活動風景写真：添付資料③参照

■アンケート結果：添付資料④参照

■メディア掲載：ＭＲＯ（７月２９日（月）１８：４３レオスタのスポーツコーナー）、北國新

聞社（添付資料⑤参照）

■第２回ブラインドサッカー体験会

【日時】２０１９年１０月２０日（日）１０：３０～１２：００

【場所】松任総合運動公園（石川県白山市倉光４丁目）

【参加人数】２６名

【講師】番匠 勇介 氏、田辺 佑一 氏、道越 康裕 氏

【内容】

ブラインドサッカー体験会を通してパラスポーツの魅力の理解とインクルーシブ社会の必要性

団 体 名： 
ブラインドサッカー石川 チーム立ち上げプ

ロジェクト

代表者氏名： 松本 陽子
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を理解していただきました。 
（タイムスケジュール：添付資料⑥参照）

また今回は、第３５回全国ＪＣサッカー選手権大会金沢大会と同日開催をし、前日の開会式に

て石川県立大聖寺実業高等学校吹奏楽部よりオープニング演奏をいただき、全国各地から参加

している JC メンバーに歓迎の意とこれから大会へ向かうムードを高めていただきました。（演

奏風景：添付資料⑦参照）

【成果】ブラインドサッカー体験会を通じて、多くの参加者に人とのコミュニケーションの大

切さやインクルーシブの必要性を理解してもらうことができました。また、参加者にブライン

ドサッカーやパラスポーツイベントへの関心を高めてもらうことができました。 

■活動風景写真：添付資料⑧参照

■アンケート結果：添付資料⑨参照

3. 活動を通して得た考察・知見および地域社会に与えた具体的な貢献内容

本活動を金沢青年会議所（金沢 JC）と共同で事業を行ったことで、これまで実施してきた体験

会プログラムの内容をより深い形で企画し、実施することができました。また、自チームだけ

ではＰＲできない方面にも活動を知ってもらうことができ、今後の普及活動の幅を広げること

ができました。 

ブラインドサッカー体験会は、障がいの有無や年齢、性別を問わず誰もが参加できるという点

で、今回、小さなお子様や小学生、障がいのある方など様々な特性の方に参加いただき、多く

の参加者にインクルーシブの理念を広めることができました。また、参加者の多くから今後も

ブラインドサッカー体験会や他のパラスポーツイベントに参加したいという回答が得られたこ

とから、本活動は地域社会にパラスポーツの関心を高める上で効果的であったと考えます。 

視覚情報がないことにより、コミュニケーション力や傾聴力、相手を思いやる気持ちが育まれ

るブラインドサッカーのように、スポーツの力で互いの特性を理解しながら、誰もが活躍でき

るインクルーシブな街づくりができると考えます。多くの金沢市民がインクルーシブの理念を

持ち、２０２１東京パラリンピックに関心をもっていただけるように、今後もパラスポーツの

魅力を発信していきたいと思います。 

最後に、第２回体験会イベントの際に同じく本助成をいただいた石川県立大聖寺実業高等学校

吹奏楽部様より開会式にてオープニング演奏をいただき、コラボレーション開催を実現しまし

た。お互いの活動に相乗効果をもたらすことができ、スポーツと文化の融合のすばらしさを感

じ取ることができました。 
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＜写真＞ 

■第１回ブラインドサッカー体験会
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■第２回ブラインドサッカー体験会（石川県立大聖寺実業高等学校吹奏楽部様 演奏風景）

■第２回ブラインドサッカー体験会（実施風景）
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