
中学生への応援メッセージ

三重県知事　鈴木英敬 三重県議会議長　前田剛志 荒川制服株式会社
代表取締役社長　荒川　博

株式会社アーステックTAGAWA
代表取締役　田川永都

一瞬一瞬を大切に!向き不向きより前向き! 夢に向かって挑戦を!!

イセット株式会社
代表取締役社長　伊藤尚貴

成功するまで
あきらめない

エコロプラス
代表　臼木道明

1/74億の夢
夢の実現に向かって
進んでいこう

有限会社岡井博進堂
代表取締役　岡井良樹

準備をしておこう。
チャンスはいつか訪れるものだ。

夢に向かって進め!
ずっとあなた達を応援します!

岡三証券株式会社松阪支店
支店長　谷田和之

株式会社岡本組
代表取締役　岡本一彦

楽しい今日に
夢の明日に

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。

株式会社玉城（グッディ）
代表取締役社長　早川　賢

Also
challenge
everything！

コスモスベリーズ松阪店

いいことばかりでは無い、
でも次への一歩を踏み出せ！

久居RC所属、株式会社阪本事務機
代表取締役社長　稲森　豊

「天はその人に乗り越えられない試練は与えない」
を胸に刻み、実るほど頭を垂れる稲穂となれ。

ＪＡバンク三重

君たちの未来に向けて
共にがんばりましょう!

株式会社ぜにや
代表取締役社長　早川　賢

何事もチャレンジ!

総合保険の有限会社丸山
取締役　山本豊久

一生懸命、人生を楽しめ!

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!
千巻印刷産業株式会社
代表取締役　塚本　誠

自分を信じ、
何事も挑戦し続けよう。
きっと夢はかなう!

株式会社司
代表取締役　松村亜矢子

やってみよう
君ならきっとできるよ!

津北ロータリークラブ　会長

無限の可能性あり
何事においても振り返らず前に進もう

社会福祉法人津市社会福祉協議会

あなたらしさを
応援します。

・・・

津中央ライオンズクラブ

明日へ未来へ

津西ライオンズクラブ
会長　丸木　充

予祝
夢に、むかって!!

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。

津南ロータリークラブ

先祖の誰一人欠けても
存在しなかった大切な命
生き抜く力を大切に

津都ホテル
総支配人　瀬谷周一

今、熱中できるものを見つけよう!

津ロータリークラブ

中学生の皆さんの
明るい将来を
応援しています。

有限会社トータルインテリアタグチ
代表取締役社長　田口秀明

好きなことを
全力で!

野村證券株式会社津支店
支店長　下田　学

目指すのは
"今以上の"未来"。

パイロットインキ株式会社
津工場長　太田義之

夢はつかむことができる!
可能性を信じる

君たちを応援します。
株式会社松阪電子計算センター
代表取締役　熊﨑　孝

Do your best!!

公益社団法人三重県医師会

諦めないで!
成功は、積み上げた
失敗の上に築かれる

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

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!

三重コニックス株式会社
代表取締役　吉田治伸

優れた想像力とたくましき意志を大切に

三重信用金庫

希望に向かって
自分の信じた道を

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、報告集に掲載させていただきます。

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・津市教育委員会・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）

デザイン画： 「無限の可能性」津市立朝陽中学校3年　服部 諒雅さん

大人からの応援メッセージ展
中学生のメッセージ2018デザイン画展同時開催

平成30年 ８月26日日 津リージョンプラザ お城ホール

主催： 公益財団法人三重こどもわかもの育成財団
津地区中学生のメッセージ実行委員会
独立行政法人国立青少年教育振興機構

中学生のメッセージ2018
第40回 少年の主張 三重県大会

夢の種を蒔こう！
ゆめ たね ま

!



千巻印刷産業株式会社

三重 （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

株式会社アーステックTAGAWA

株式会社阪本事務機 総合保険の有限会社丸山

社会福祉法人津市社会福祉協議会

有限会社トータルインテリアタグチ

エコロプラス

津ライオンズクラブ

津中央ライオンズクラブ 津西ライオンズクラブ

津ロータリークラブ

津北ロータリークラブ

津南ロータリークラブ

15：00

■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】

津市立橋北中学校、津市立西橋内中学校、津市立橋南中学校、津市立南が丘中学校

【デザイン画協力】
津市立橋北中学校、津市立東橋内中学校、津市立西郊中学校、津市立一身田中学校
津市立豊里中学校、津市立南が丘中学校、津市立朝陽中学校、津市立白山中学校

三重大学教育学部附属中学校

【吹奏楽演奏】
津市立東橋内中学校吹奏楽部

【実践事例発表】
津市橋北地区青少年育成指導委員会 駒田　美弘

間野　丈夫
倉田　幸則
中川　克巳
大東　史治
岡本　諒志
喜田　健児
田中　　功
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
津市教育委員会　教育長
三重県小中学校長会　幹事（津市立東橋内中学校　校長）
三重県PTA連合会　副会長
三重県私学協会（桜丘中学校　教諭）
三重県教職員組合　中央執行副委員長
三重県子ども・福祉部　部長
公益財団法人三重こどもわかもの育成財団　副理事長

審　査　委　員
こまだ よしひろ

まの たけお

くらた ゆきのり

なかがわ かつみ

だいとう ふみはる

おかもと まさし

き　た けんじ

たなか いさお

みずもと ただし

※敬称略、順不同

※五十音順

自分らしく堂々と発表していきたいと思います。そして、
命の大切さについて自分の思いを皆さんにしっかりと伝え
たいと思います。

私の貴重な経験をみなさんと共有し、そこで得た気づき・
思いが、みなさんにとっても新たな視点となるように発表
したいです。

「働く人」は輝いている。
大会での私も輝きたい！！
いつもの私らしく、全力で頑張ります。

大勢の人の前で話すのは初めてで緊張しています。私なり
に、私の言葉で、皆さんの心に響く発表になるよう頑張り
ます。
このような場で、発表できるのは、緊張しますが、自分の
考えをしっかりと皆さんにお伝えできるよう、一生懸命頑
張りたいと思います。

伝えたいことが、しっかり伝わるようにがんばります。

私の思いが皆さんの心に響くように一生懸命頑張ります。

このスピーチで私が考える “幸せ” を多くの人に届けたい。

発　表　者
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13

14
※五十音順

「救える命」～殺処分ゼロを目指して～

香害について

中高生が未来をつくるために

僕たちが国際人になれない理由

当たり前のことが当たり前でなくなること

未来のロボットと私たち

明るい未来をめざして

文字から伝わる気持ち

人生の幸せ

問われる責任、試される自分

過去に学び、未来を語ろう

「働く人」は輝いている

団結と抵抗

ボランティアを通じて知ったこと

松阪市立大江中学校　3年
奥出　大空（おくで　そら）

津市立久居中学校　2年
小澤　桜子（おざわ　さくらこ）

名張市立赤目中学校　2年
河合　優香（かわい　ゆうか）

津市立橋北中学校　3年
斎木　亮吾（さいき　りょうご）

四日市市立桜中学校　3年
佐藤　萌花（さとう　もか）

暁中学校　3年
龍田　彩（たつだ　あや）

津市立橋北中学校　3年
西井　萌々花（にしい　ももか）

紀北町立紀北中学校　3年
東　舞香（ひがし　まいか）

四日市市立朝明中学校　3年
平田　結葉（ひらた　ゆいは）

津市立橋北中学校　3年
星　もえ（ほし　もえ）

四日市市立常磐中学校　3年
前田　晃成（まえだ　こうせい）

四日市市立港中学校　3年
宮原　彩花（みやはら　あやか）

セントヨゼフ女子学園中学校　3年
向井　天音（むかい　あまね）

多気町立勢和中学校　3年
村田　桜良（むらた　さくら）

大勢の人の前で自分の思いを発表するのはとても緊張しま
すが、しっかりと皆さんの心に届くように頑張ります。

大勢の人の前で発表するのは苦手ですが、間違えないよ
うに頑張ります。

大きな会場で、大勢の人の前で発表することは緊張します
が、一生懸命頑張ります。

伝えたいことがしっかり伝わるような発表ができるように頑
張ります。

大勢の方の前で話すことは緊張しますが、私の言葉が皆さ
んの心を動かせるよう、精一杯発表させていただきます。

私が普段感じることや考えることがみなさんに伝わるよう、
精一杯表現したいと思います。

※進行状況により、時間が前後する場合があります。

津市立東橋内中学校吹奏楽部による演奏

12：30
13：00

15：40

14：45

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71校10，166名の応募がありました。

表彰式　講評
感謝状贈呈

16：10 閉会

津市橋北地区青少年育成指導委員会による
実践事例発表

14：40 休 憩

津市立東橋内中学校吹奏楽部津市橋北地区青少年育成指導委員会

【デザイン画】
津市立朝暘中学校　３年　服部諒雅さん

はっとり りょうが


