
２０１９年度ボランティアガイドののいち里まち倶楽部 

７月定例会 

7月 25日（木）19時 30分から 

カミーノ市民活動ルーム 

出席者２５名  

 報告事項  

１．自主事業 

カミーノ・カレードご案内研修 ７月１８日（木）１９時から２１時  ※別紙① 

カミーノ市民活動室 倶楽部員１４名参加 部員知人１名 計１５名参加 

別紙①のとおり事務局より報告。ガイド養成講座に組み入れて再度同じ内容で実施 

して欲しいとの要望があった。 

２．観光地ブランド化推進事業 

（１）県内バスツアー大聖寺下見 

大聖寺方面県内バスツアー10/20（日）の下見 

   日  時：７月１６日（火）８時００分から１６時１５分 

参 加 者：上野、水毛生、土屋、坂井、桝谷、岩井、 

講師・案内 竹本利夫氏（特定非営利法人 加賀市観光ボランティア大学代表） 

   会  場：三木地区会館 

   巡 検 地：芦原市内（千束一里塚、細呂木関所跡、のこぎり坂） 

        三木地区（橘宿跡、加賀越前国境の一里塚） 

        大聖寺地内（大聖寺藩関所跡、江沼神社など） 

   事務局報告の後、土屋、坂井さんより感想発表あり。    

 （２）北国街道市民学習会 

   第２回 ７月１３日（土）１４時～１６時 中央公民館２階実習室 

参加人数 ３２名(内１３名倶楽部員) 

   加州大聖寺藩参勤交代うぉーく 2019～日本橋から大聖寺まで 540 ｷﾛの道のり～ 

   講師 小谷邦博 氏    

３．観光インフォガイド 

   ３月３０日開設以来初のガイド実施！ 

   ７月２１日（日）9：30～10：40 ガイド役：（宮崎）（布施田）  

北国街道本町界隈１０か所ご案内 

   高岡市からのご夫婦 「ブラタモリですね」と談笑する。 

   宮崎さんからガイドに至る経緯と感想発表があった。 

４．ガイド派遣 

（１）６月２８日（金）１０時から１２時００分  

手話サークルすずらん １７名 



   派遣ガイド（池田）（高田功） 

   カミーノ 布市神社 水毛生家 喜多家 カミーノ  

   池田、高田功さんから当日の様子、事前勉強の必要性の話があった。 

（２）７月７日（日）１１時３０分から１２時３０分  

のっティと行くのんのんバスツアー（地域振興課主催） ２１人 

   派遣ガイド（岩井）  

喜多家 北国街道 布市神社 カミーノ・1 の 1 

（３）７月９日（火）１０時３０分から１１時４５分 

   御園小学校６年生３クラス １１９名 引率４名 

   派遣ガイド（桝谷）（岡田）（谷村）補助（坂井）（岩井） 

カミーノ・1 の 1 石碑 布市神社 本町児童館 北国街道 喜多家 郷土資料館 

谷村さんから事前打ち合わせ、当日のガイド確認の必要性が強調された。坂井さん

からは時間内に収められたのはよかった、大人数のガイド移動の難しさを学べた

ので次回に生かしたい。の感想があった。 

（４）７月１１日（木）１０時３０分から１１時３０分  

野々市市女性協議会 １８人 

    派遣ガイド（小松）（三原田） 

    カミーノ 布市神社 北国街道 喜多家 カミーノ 

    小松、三原田さんより当日の参加者反応の報告があった。 

５．他団体交流・ＰＲ活動 

    ７月６日（土）１３：３０～１６：００ 富奥防災コミュニティセンター 

    ボランティアグループ活動ポスターセッション 

    主催：野々市市社会福祉協議会 

    参加部員（帆苅）（岩井） 

    帆苅会長より当日てくてくマップを配布し好評だったことの報告があった。 

６．事業推進部会の開催 

    ７月２５日（木）１８：３０～１９：１５  カミーノ市民活動ルーム 

   ・研修部会     （ 高田功、三橋、小堀、松本  ） 

    北国街道本町地区の資料の整理、ガイドのポイント等をまとめる作業を部会中心 

に定期・継続していきたいので次回まで具体案を検討することになった。 

・ガイド養成講座部会（ 小松、水毛生、池田、布施田 ） 

 水毛生、布施田さんが欠席のため、全員そろっての次回開催で今後の部会活動を検 

討することとなった。 

 協議事項（確定予定含む）  

１．加州大聖寺藩参勤交代うぉーく 2019 への参加対応  

（１）第１日目日本橋～蕨宿  



    派遣員（桝谷）（岩井） 個人参加（小松） 

    日 程 ２８日（日）９：３０徳光 PA 発 １７：００東京着 ホテル泊 

        ２９日（月）６：００ホテル発６：３０日本橋発歩行開始 18.7ｋｍ 

             １３：００蕨市歴史民俗資料館ゴール２２：００帰着予定 

   （２）第１３日目金沢～小松 ８月１０日（土）７：３０～１１：１０ ※別紙② 

    ・歩行支援・おもてなしコーナー スケジュール、内容、配置について 

    歩行支援者  前半 金沢⇒郷土資料館（桝谷、 、  ） 

                     後半 郷土資料館⇒松任（桝谷、帆苅、池田） 

    運営スタッフ 郷土資料館（上野、舘、池田、押田、谷村） 

           文化会館 （寺田、  ） 

    別紙②の詳細参照。不足メンバーは事務局調整。 

２．カミーノ観光案内コーナーの運営 

  ７月ボランティアガイド配置の報告と８月ボランティアガイド配置の調整 ※別紙③ 

    ８月のガイド配置は希望者を募り別紙③-2 のとおり決定。空きは事務局で調整。 

３．ガイド派遣 ※別紙④ 

（１）申込者：千代野公民館（白山市の公民館女子職員）  

日 時：９月１９日（木）11 時 00 分から 12 時 00 分 

    集 合：郷土資料館 or カミーノ  人数：２０人  

    内 容：カミーノの案内石碑、布市神社、郷土資料館、喜多家、北国街道 

    ガイド：（水毛生）補助（岩井） 

（２）申込者：金沢市手話サークル 手の会 

日 時：９月２６日（木）12 時 00 分から 13 時 25 分 

   集 合：カミーノ   人数：15～20 人 

   内 容：カミーノ周辺、喜多家(予約済)、郷土資料館(予約済)、北国街道の案内 

   ガイド：２人（池田）（坂井）に決定。 

４．観光地ブランド化推進事業 

 （１）北国街道市民学習会 全４回 6/26、7/13 ２回終了       

     第３回 ８月１日（木）１９時から 中央公民館視聴覚室 

         北国往還上街道の魅力 

         ～加賀と越前国境の街道と関所～ 

         講師 竹本利夫氏（特定非営利法人 加賀市観光ボランティア大学代表） 

     今回のみの参加も可能なのでふるって参加くださいと事務局から要請。 

 （２）北国街道散策バスツアーの実施 本年度も２回実施予定 

    ①県内ツアー１０月２０日（日）大聖寺方面 

        ガイド 竹本利夫氏 第３回学習会講師 

        定員４０名 参加費 3,900 円 申込み受付は８月１日の講座開催時よ



り開始。８月定例会時を締め切り。    

②県外ツアー１１月 ９日（土）長浜、北近江方面 

    定員４０名 参加費 10,000 円前後予定 コース・スケジュール等詳細 

は現在未定。 

５．第９回観光ボランティアガイド北陸大会 in 福井について ※別紙⑤  

     ９月２４日（火）１２：４０～１９：００福井県民ホール 定員６名 

     個人負担 2,500 円 １０：３０カミーノ発２１：００カミーノ着 

（上野、押田、池田、播摩）予約受付 あと２名は事務局調整。 

６．第２回喜多家おそうじ大作戦について ※別紙⑥ 

     １０月５日（土）９：００～１２：００ 一般公募＋里まち倶楽部員 

     別紙資料⑥のとおり事務局から説明があり実施することが承認された。 

７．石川地域づくり協会『エリア会議』での事例発表 ※別紙⑦(昨年資料) 

     主  催 石川地域づくり協会（石川県地域振興課内） 

     日  時 １０月６日（日）１３：３０～１６：００ 

     会  場 白山市民交流センター 

     発表団体 白山市４団体 野々市市２団体  参加者数 70～80 名 

     発 表 者 （  ）（  ） 

     別紙⑦の昨年資料にもとづき事務局より説明があり、発表者を募ったが該当者 

が出ず、事務局調整となった。 

８．第９回北国街道野々市の市 里まち倶楽部ブース開設について 

     開 催 日 １０月１３日（日） 

     開催時間・ガイド内容など詳細検討 

     小松さんから今年の野々市の市の概要説明があり、実行委員会として里まち倶 

楽部にブース開設の要請があった。詳細は次回定例会にて報告しますとのこと。 

９．その他 

  （１）名刺支給について 

     会員全員に１０枚無料支給 追加希望者は追加１０枚につき実費１００円徴収 

  （２）会員名簿の配布について 

     会員相互の交流・情報交換にお役立てください。特に観光インフォの配置交代 

などの際は必要かと思います。 

     ただし、個人情報ですので取扱いにご注意ください。外部持ち出し厳禁 

  （３）市民活動センター団体トレーの活用について  

     例会議事録を毎回数部入れておきますので、必要の方は取りに来てください。 

  （１）（２）（３）とも事務局から説明があり了承される。 

次回８月定例会の開催予定 ８月２９日(木) 19時 30分から カミーノ（市民活動ルーム） 

で決定。 


