
中学生への応援メッセージ

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。

デザイン画： 「紙飛行機のように…。」鈴鹿市立白子中学校 2年　疋田 夢奈さん

令和元年 ８月31日土 亀山市文化会館 大ホール
後援：
三重県教育委員会・鈴鹿市教育委員会
亀山市教育委員会・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）

第41回 少年の主張 三重県大会

大人からの応援メッセージ展
中学生のメッセージ2019デザイン画展同時開催

中学生のメッセージ2019

共催：三重県　　協力：県内各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

主催：
公益財団法人三重こどもわかもの育成財団
鈴亀地区中学生のメッセージ実行委員会

わくわくするようなチャレンジを
応援しています！

「意識」が変われば、「日常」が変わる。
「日常」が変われば、「人生」が変わる。

一瞬一瞬を大切に！
生きるとは呼吸することではない。

行動することだ。
哲学者ルソー（仏）の言葉より

成功するまで
あきらめない

私達は、夢がかなえられる
世界に生きている。

一歩、一歩、進もう
あせらなくてもいいよ
立ち止ってもいいよ

しかし、しっかりと前を向いていよう

やりたいことは、
やるべきことの向こう側にある

楽しい1日
輝ける未来に

三重県知事　鈴木英敬 三重県議会議長　中嶋年規

株式会社アーステックTAGAWA
代表取締役　田川永都

五十鈴電業株式会社
代表取締役　黒坂靖男

イセット株式会社
代表取締役社長　伊藤尚貴

エコロプラス
代表　臼木道明

株式会社エンジョイ 有限会社岡井博進堂
代表取締役社長　岡井良樹

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

ＯＫ電気商会
代表者　岡田正樹 桑名三重信用金庫 株式会社玉城（グッディ）

代表取締役社長　早川　賢
サンコーロジテック株式会社
代表取締役社長　舘　幸司

ＪＡバンク三重 勢州建設株式会社
代表取締役社長　伊藤　隨

株式会社ぜにや
代表取締役社長　早川　賢

総合保険の有限会社丸山
取締役　山本豊久

株式会社第三銀行 千巻印刷産業株式会社
代表取締役　塚本　誠

株式会社司
代表取締役　松村亜矢子 社会福祉法人津市社会福祉協議会

株式会社津松菱
代表取締役社長　西村房和

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

パイロットインキ株式会社
津工場長　太田義之 株式会社ファースト

有限会社プラスサポート 株式会社松阪電子計算センター
代表取締役　熊﨑　孝 公益社団法人三重県医師会 特定非営利活動法人

三重県歯科衛生士会

一般社団法人三重県薬剤師会 三重コニックス株式会社
代表取締役　吉田治伸

有限会社三重パイピング工業
代表取締役　吉池忠雄 ミライズ税理士法人

有限会社山室石油
代表取締役社長　山本　清

米川宗七活版所
米川宗太郎

理想科学工業株式会社
理想三重支店 支店長　安田貴範

The sky is the limit.
可能性は無限だ！

何にでもチャレンジ！
未来が開くその言葉

自分らしさを
大切に！

・・・

夢の種を蒔こう！
ゆめ たね ま

少年老い易く学成り難し！！
若い時は、まだまだ先が有ると思っているが、
すぐに年月、時間は過ぎて行きます。今の
時を、有意義に、過ごして下さい。

希望に向かって
自分の信じた道を

時間は有限。
可能性は無限！

Also
challenge
everything！

挑戦し続けるあなたを
いつでも応援しています！

第三銀行は
夢を追いかけるあなたを

応援します！

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。

一つ一つの経験が
財産になる！！

描いた未来に
向かって日々 挑戦！！

夢は大きく
何でもできる！

Do your best!!

自分は、自分、自分らしく何事もチャレンジ!

駆け抜けろ！
最高の笑顔のために

チャンスは誰にでも有る！
勇気を持って夢にむかおう！！

令和の時代を築くのは
君たちだ！

いろんなことに
興味を持とう！

君たちは未来の宝
健やかに育て！

君たち1人1人が
地球の宝物！！

夢を掴むため、今、この瞬間を楽しもう

中学生の皆さん
明るい将来を応援します。

夢に向かって大きく
羽ばたいてください。

努力は必ず報われる

命は吾より作す
運命は自分が作るという意味です。

自分を信じ夢に向かって挑戦して下さい。

めい なわれ



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

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

鈴鹿中央ライオンズクラブ

（有）三重パイピング工業 （有）山室石油

社会福祉法人伊勢亀鈴会

株式会社オリスタ

東邦液化ガス株式会社

（有）プラスサポート （有）松本水道

千巻印刷産業株式会社

伝わるコミュニケーションで未来を創造する

運営参加協力中学校等

審　査　委　員

プ ロ グ ラ ム

発　表　者

審 査 委 員 長
審 査 委 員

駒田　美弘
間野　丈夫
服部　　裕
中道　公子
掛橋　敏也
伊川　真樹
福山　　茂
黒田　喜昭
中山恵里子
水元　　正

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

亀山市教育委員会　教育長

鈴鹿市教育委員会　教育長

三重県小中学校長会　幹事 （鳥羽市立答志中学校　校長）

三重県PTA連合会　副会長

三重県私学協会 （高田中学校　中学主任）

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　次長

公益財団法人三重こどもわかもの育成財団　副理事長

こ ま だ よしひろ

ま　の た け お

はっとり ひろし

なかみち こ う こ

かけはし と し や

い か わ ま さ き

ふくやま しげる

く ろ だ よしあき

なかやま え　り　こ

みずもと ただし
※敬称略、順不同

ご協賛いただいた企業・団体様

LGBTについて、自分の思いや考えがしっかりと皆さんに伝わる
ように一生懸命頑張ります。

檀上で発表するのは緊張しますが、堂々と自分の思いを主張で
きるように頑張ります。

多くの人の前で発表するのは緊張しますが、自分の思いが１人
でもたくさんの人に届くようにがんばります。

皆さんに、人間と野生動物との在り方を考えて頂けるような発
表ができるように頑張ります。

今まで協力してもらった先生や家族への感謝の気持ちを主張発
表で伝えられるよう、一生懸命がんばります。

大勢の人の前で発表するのはとても緊張しますが、ここまで選ん
でいただいたことに感謝し、言葉にしないと伝わらない思いを皆
さんにしっかり伝えることができるように、一生懸命がんばります。

食品に関する問題が少しでも良くなるように、みなさんに伝われ
ばうれしいです。発表するのは緊張しますが、精一杯がんばり
たいと思います。

自分が普段思っていること、考えていることがしっかり皆さんに
伝わるように発表したいと思います。
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※五十音順

※五十音順

LGBTと私

殺処分のない未来に向けて

お弁当と真意

家族は「チーム」

私たちの町

命と向き合う

食品ロスをなくすためには

祖父の安全

黙る責任

人間と野生動物の共存を考える

あたりまえをありがとう

ぼくにできること

スマートホンと共に生きる

言葉おしみ

味山 千夏（あじやま ちなつ）
名張市立赤目中学校　3年

石田 晴香（いしだ はるか）
鈴鹿市立平田野中学校　3年

小川 実桜（おがわ みおう）
亀山市立中部中学校　1年

河合 涼歌（かわい すずか）
鈴鹿市立白子中学校　２年

倉本 早紀（くらもと さき）
熊野市立神上中学校　３年

小出 帆華（こいで ほのか）
三重大学教育学部附属中学校　２年

豊田 れのん（とよだ れのん）
亀山市立関中学校　３年

野口 琉奈（のぐち るな）
亀山市立亀山中学校　２年

松塚 さくら（まつづか さくら）
伊賀市立上野南中学校　２年

三方 麻由（みかた まゆ）
四日市市立朝明中学校　3年

森　輝（もり ひかり）
尾鷲市立尾鷲中学校　２年

森川 元輝（もりかわ げんき）
伊賀市立城東中学校　３年

森下 舞香（もりした まいか）
鈴鹿市立白子中学校　３年

山村 悠月（やまむら ゆつき）
名張市立桔梗が丘中学校　３年

発表を通して、たくさんの方々に自分の考えを理解していただき、
動物たちを救うために一緒に行動してくださる人が増えるように
精一杯頑張ります。

大勢の人の前で発表するのは緊張しますが、私たちの町の高齢
化のことや私の思いがみなさんに伝わるように頑張ります。

人前で話すのは苦手ですが、内容をしっかりと伝えられるよう頑
張ります。

緊張しますが、自分の思いが皆さんに伝わるように発表します。

このような場で自分の「主張」をさせて頂けることを、大変嬉
しく思っています。中学生の私だからこそ出来る「主張」をしっ
かり伝えられるように、精一杯頑張ります。

私の思いが、会場の皆さんに伝わるよう、気持ちを込めて発表
したいと思います。

司会・受付・案内
表彰アシスタント

鈴鹿市立平田野中学校、鈴鹿市立白鳥中学校、鈴鹿市立鈴峰中学校
鈴鹿市立創徳中学校、亀山市立亀山中学校、亀山市立関中学校

デザイン画協力 鈴鹿市立平田野中学校、鈴鹿市立白鳥中学校、鈴鹿市立大木中学校
鈴鹿市立千代崎中学校、鈴鹿市立白子中学校、鈴鹿市立天栄中学校
鈴鹿市立鈴峰中学校、鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校、鈴鹿市立創徳中学校
亀山市立亀山中学校、亀山市立中部中学校、亀山市立関中学校

吹 奏 楽 演 奏 亀山市立中部中学校吹奏楽部

※進行状況により、時間が前後する場合があります。

12：30

13：00
　
　
　

13：20

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

県内の中学生14名による主張発表
※本年度は82校12,082名の応募がありました。

14：45

14：55

15：25

15：35
　

16：10

休憩

亀山市立中部中学校吹奏楽部による演奏

休憩

表彰式　講評
賞状・感謝状贈呈

閉会

亀山市立中部中学校吹奏楽部

デ ザ イ ン 画 鈴鹿市立白子中学校　２年　疋田 夢奈さん
ひ き た ゆ め な


