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第39回 少年の主張 三重県大会第39回 少年の主張 三重県大会

共催：三重県　　協力：県内各青少年育成市町民会議
後援：三重県教育委員会、伊勢市教育委員会、鳥羽市教育委員会、志摩市教育委員会、玉城町教育委員会、度会町教育委員会
　　　大紀町教育委員会、南伊勢町教育委員会、三重県私学協会、三重県小中学校長会、三重県PTA連合会、三重県教職員組合
　　　NHK津放送局、三重テレビ放送株式会社、株式会社中日新聞社　　　　　　　　　　　　　　　　（※順不同、敬称略）

主催： 公益財団法人三重こどもわかもの育成財団
中学生のメッセージ2017実行委員会（南勢志摩地区青少年育成市町民会議）
独立行政法人国立青少年教育振興機構

デザイン画： 「青春を掲げる空」伊勢市立倉田山中学校3年　坂上空優さん

平成29年 ８月27日日

大人からの応援メッセージ展
中学生のメッセージ2017デザイン画展同時開催

中学生への応援メッセージ

伊勢市生涯学習センター
いせトピア 多目的ホール

株式会社森電気商会

自分よりも他人を先に
思いやりの心で
頑張って下さい。

一般社団法人三重県薬剤師会

君たちは未来の宝
健やかに育て！

三重信用金庫

希望に向かって
自分の信じた道を

株式会社ミヤハマワークス

１日１日を大切に。
夢に向かって

歩んで行ってください。
株式会社森組

代表取締役　森　修

夢に向かって
今、

この瞬間を大切に！

株式会社前田組
代表取締役　前田　哲

今を生きる。

公益社団法人三重県医師会

大丈夫
努力は必ず
実（じつ）となる

一般社団法人三重県建設業協会志摩支部
支部長　橋爪吉生

いつもチャレンジ
経験を糧に
未来をつかめ！

特定非営利活動法人
三重県歯科衛生士会

何にでもチャレンジ！
未来が開くその言葉

鳥羽の加茂牛　木田農場

チャレンジこそ
未来を開く！

有限会社二軒茶屋餅角屋本店
代表取締役社長　鈴木成宗

大志を抱け
道を拓け

パイロットインキ株式会社
津工場長　太田義之

夢は無限！
自分を信じて
進んでいこう！

フルノケミテック株式会社
代表取締役　古野　潔

夢に向かって
挑戦しよう！！

株式会社第三銀行
取締役頭取　岩間　弘

第三銀行は
夢を追いかけるあなたを

応援します！

株式会社ダイム

夢をつかむ権利は
夢に向かって努力したものだけに
与えられる。
夢を持って　頑張れ！！

千巻印刷産業株式会社
代表取締役　塚本　誠

自分を信じて、
夢に向かって
突き進もう！

株式会社津松菱
代表取締役社長　西村房和

君たちには輝ける未来がある。
夢は自分の手でつかみ取ろう

ＪＡバンク三重

失敗を恐れず
挑戦する自分に
自信を持とう！

社会福祉法人志摩市社会福祉協議会

次世代の三重県を担う
貴方たちを応援します。

新日本工業株式会社

無限の可能性を秘めた
君たちの未来を
応援します。

株式会社ぜにや
代表取締役　中東雅彦

何事もチャレンジ！

岡三証券株式会社松阪支店
支店長　谷田和之

夢の種を蒔こう ！

株式会社かんぽ生命保険三重支店
支店長　荒木　智

人生は、夢だらけ。

北村物産株式会社
代表取締役社長　北村傳裕

俯瞰せよ ！
ふかん

株式会社玉城
代表取締役　中東雅彦

Also
challenge
everything！

三重県知事　鈴木英敬

仲間と力を合わせて
未来に向かって
突き進め！

三重県議会議長　舟橋裕幸

全ての経験は、
あなたの将来の糧となります。
恐れず一歩を踏み出そう。

海女小屋　はちまんかまど

無限の可能性を信じて
挑戦し続けてください。

伊勢南ロータリークラブ
会長　荒木俊明

君たちの未来
自分の地平を広げれば
無限の可能性が開かれる

敬称略、五十音順

この「中学生への応援メッセージ」は会場に掲示するとともに、
作品集に掲載させていただきます。



千巻印刷産業株式会社

三重

有限会社ニューライト

（一社）三重県建設業協会志摩支部

株式会社ミヤハマワークス

有限会社二軒茶屋餅角屋本店鳥羽の加茂牛  木田農場

社会福祉法人志摩市社会福祉協議会

北村物産株式会社

海女小屋はちまんかまど

有限会社森井電機 株式会社森電気商会

（公社）三重県医師会

三重県歯科衛生士会
特定非営利活動法人

伊勢南ロータリークラブ

15：00

駒田　美弘
間野　丈夫
中西　正典
松井　幸生
美濃　松謙
正代　香里
小林　静子
福永　和伸
水元　　正

【審査委員長】
【審査委員】

国立大学法人三重大学　学長
三重テレビ放送株式会社　取締役
度会町教育委員会　教育長
三重県小中学校長会　幹事（志摩市立安乗中学校　校長）
三重県PTA連合会　常任幹事
三重県私学協会（鈴鹿中学校・高等学校　教諭）
三重県教職員組合　中央執行副委員長
三重県健康福祉部子ども・家庭局　局長
公益財団法人三重こどもわかもの育成財団 副理事長

■ご協賛いただいた企業・団体様

プ ロ グ ラ ム

運営参加協力中学校等
【司会・受付・案内・表彰アシスタント】

伊勢市立五十鈴中学校、鳥羽市立加茂中学校、志摩市立磯部中学校、玉城町立玉城中学校、度会町立度会中学校、
大紀町立大宮中学校、大紀町立大紀中学校、南伊勢町立南勢中学校

【デザイン画協力】
伊勢市立倉田山中学校、伊勢市立二見中学校、伊勢市立小俣中学校、伊勢市立伊勢宮川中学校

玉城町立玉城中学校、大紀町立大宮中学校、大紀町立大紀中学校、南伊勢町立南勢中学校、南伊勢町立南島中学校

【デザイン画】
伊勢市立倉田山中学校　３年　坂上空優さん

【吹奏楽演奏】
玉城町立玉城中学校

【子ども狂言公演】
鳥羽市能楽保存会
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審　査　委　員
こまだ よしひろ

まの たけお

なかにし まさのり

まつい ゆきお

みのう まつのり

しょうだい かおり

こばやし しずこ

ふくなが かずのぶ

みずもと ただし

※敬称略、順不同

※五十音順

※五十音順

誰もが生きやすい社会

LGBTへの理解と配慮

生命のつながり

言葉と態度～人と人とを繋ぐもの～

弱点は宝物

これからの防災と私たちの声

命の重み

認めあう社会

情報社会に生きる

LGBT

アウトメディア

見逃すな！ 幸せの青い鳥のSOS

働きすぎではないですか？

珍しいを当たり前に

津市立橋北中学校 3年
石河　圭太（いしかわ　けいた）

四日市市立富田中学校 3年
臼井　絢香（うすい　あやか）

伊勢市立城田中学校 3年
梅澤　瞭太（うめざわ　りょうた）

松阪市立大江中学校 3年
梅田　颯（うめだ　はやと）

伊勢市立厚生中学校 1年
大西　諒（おおにし　りょう）

尾鷲市立尾鷲中学校 2年
北裏　功（きたうら　ゆうき）

志摩市立大王中学校 3年
北端　梨桜（きたばた　りお）

四日市市立三重平中学校 3年
三田　京佳（さんだ　きょうか）

津市立橋北中学校 3年
曽我　萌々子（そが　ももこ）

四日市市立内部中学校 3年
平山　奈那美（ひらやま  ななみ）

多気町松阪市学校組合立多気中学校 1年
廣瀬　ことは（ひろせ　ことは）

四日市市立内部中学校 3年
米花　歩夢（べいか　あゆむ）

伊勢市立小俣中学校 3年
細井　亜弥乃（ほそい　あやの）

名張市立桔梗が丘中学校 1年
山村　悠月（やまむら　ゆつき）

自分のメッセージが、皆さんの心に少しでも届いてくれる
ように、精一杯頑張ります。

このような素晴らしい機会で、自分の考えを皆さんに伝え
られることができ、大変光栄に思います。精一杯頑張ります。

僕が伝えたいことを皆さんに受け取ってもらえるように心
を込めて発表をしたいです。

自分の主張が、皆さんにしっかり伝わるように発表したい
と思います。

緊張せずに、自分の気持ちをみなさんに分かってもらえる
ように伝えたいです。

緊張すると思いますが、これからの防災について考えた事
が皆さんに伝わり、理解していただけるよう、全力で発表
します。
私の主張がたくさんの人に聞いてもらえる機会を得られて
とても嬉しいです。１人でも多くの人に伝えられるように精
一杯がんばります。

発達障害についての理解ができるだけ多くのみなさんに広
がればと思っています。一生懸命発表します。

私なりに考えた、「情報のすがた」をきいてくれている人
に伝えられるようにがんばりたいと思います。

少しでも自分の思いが世の中に届くように一生懸命頑張り
ます。

人前でしゃべるのは苦手ですが、はきはきと大きな声で発
表したいと思います。

皆さんに自分の思いをしっかりと伝えられるように精一杯
頑張ります。

今の社会に対して感じている事を皆さんに伝えたいと思い
ます。多くの方々の共感が得られるよう心を込めて発表し
たいと思います。

私の気持ちが伝わるように頑張ります。

※進行状況により、時間が前後する場合があります。

玉城町立玉城中学校吹奏楽部による演奏
会場全体での合唱 「ふるさと」

12：30
13：00

15：40

14：50

開場
開会
主催者あいさつ
開催地区歓迎あいさつ
来賓紹介、審査委員紹介

13：20 主張発表
※本年度は７３校１２，６３１名の応募がありました。

表彰式　講評
感謝状贈呈

16：15 閉会

鳥羽市能楽保存会による子ども狂言の公演
演目　狂言「以呂波（いろは）」

14：40 休 憩

玉城町立玉城中学校吹奏楽部鳥羽市能楽保存会

さかうえ あ ゆ


