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ドームシアター魅力追求

ーズ
家庭の日 新シリ
企 画!スタート

6月19日
6月～毎月 家族で楽しむ！
第3日曜日 絵本とさ・ん・ぽ

金子みすゞと大正ロマンの文学者たち
コスモス

～みすゞ宇宙へのいざない～

P8

6月28日

ファザーリング
全国フォーラムinみえ
シルル、チャーレも参加

中学生と桑員地
区
育成市民会議の 青少年
みなさん

歯科関係団体と協働開催
6月1日
～22日

歯とお口の健康づくり
キャンペーン

8月23日 中学生のメッセージ2014

P2,3

7月5・6日 キッズおしごと広場
P5

松名瀬海岸にて開催

5月30日 三重県児童館連絡協議会

児童健全育成功労者表彰

7月29日 海辺の生き物観察会

7月19日 昆虫の森巨大迷路
～9月7日 ～きみの昆虫を

さがしだせ～

家庭の日
企 画!ス 新シリーズ
タート

5月5日

むかしあそび
チャンピオン大会

4月～毎月 食育ひろば ム
第3日曜日 はぐくみタイ夢

P6

3月6日 三 重こどもわかもの

育成財団表彰

財団のシンボルマーク
地域社会の大きな枝葉が、子どもや若者や家族を温かく包み込むように支えるマークとなっています。中心の円の三色はそれぞれ黄色は
「子ども」、橙色は「若者」、青色は「家族」を表しており、地域社会とともに育成支援をしていこうという当財団の思いを表しています。

第3 6 回

少年の主張
三重 県 大 会

「中学生のメッセージ2014」

平成26年
8月23日
（土）
桑名市民会館

桑員地区で開催！

今年度は、応募総数10,354名の中から最終選考に残った中学生14
名が発表をしてくれました。発表内容のすばらしさはもちろんですが、
態度も清々しく堂々としており、会場の大人たちを大変感動させてくれ
ました。最優秀賞は「『自分なんて…。』と思わないで。」と題して発表し
た東員町立東員第二中学校2年出口緑彩さんに決定しました。

本大会は、メッセージの発表以外にも、地元中学生が吹奏楽演奏や
大会の運営などで活躍してくれましたが、特に今年は、大会実行委員で
ある青少年育成市町民会議の大人とのコンビネーションもすばらしく

心温まる大会となりました。
さらに今年度は財団設立10周年を記念して、第33回大会で最優秀
わん は お じ
賞を受賞し、全国大会で奨励賞を受賞された王 皞吉さん(現三重県立
川越高等学校国際文理科３年)から中学生への応援メッセージを発表し
てもらいました。また三重県知事様、三重県議会議長様、協賛いただい
た企業・団体の皆様からの応援メッセージ展を同時開催しました。
来年度は、紀南地区での開催となります。また新たな感動がきっと生
まれることでしょう。

先輩からのメッセージ：第３３
回全国大会奨励賞を受賞した
王皞吉さん

大人からの応援メッセージ展

堂々とした司会！

すばらしい吹奏楽演奏

各賞

学校名

最優秀賞 東員町立東員第二中学校

優秀賞

優良賞

2

きびきびと受付・案内！

桑員地区青少年育成市町民会議の皆さん

学年

名前

タイトル

2

出口 緑彩 「自分なんて・
・
・。」
と思わないで。

桑名市立陽和中学校

2

加藤 志門 僕のおじさん

四日市市立笹川中学校

3

中川 嵯貴 情報社会の中でのいじめ問題

津市立久居東中学校

3

森本

樹 「Japan」
から
「日本」
へ

東員町立東員第二中学校

2

安藤

舞 平等な世界へ

皇學館中学校

3

井村 舞瑠 国民としての責任

名張市立名張中学校

2

植松 宥香 大気汚染について思うこと

名張市立赤目中学校

3

岡松 里奈 あたりまえを考える

いなべ市立員弁中学校

3

竹中 新生 祖父が教えてくれたこと

鈴鹿市立鈴峰中学校

3

田中 翔英 「広げよう 伝えよう 鈴鹿のお茶」

四日市市立桜中学校

2

田端 桃子 私と認知症の人と社会のしくみ

津市立朝陽中学校

3

西川 有紀 「人に頼るって？」

いなべ市立北勢中学校

3

松葉 優奈 高齢者の方について

熊野市立有馬中学校

1

湊

真優 携帯について思うこと

審査委員の皆さんとともに

審査委員長／ 齋藤 彰一 みえ次世代育成応援ネットワーク 前代表
審 査 委 員／志田 行弘 三重テレビ放送株式会社 代表取締役社長
西
孝 三重大学社会連携研究センター
		
社会連携特任教授
西城 昭二 三重県健康福祉部子ども・家庭局 局長
岡野 譲治 東員町教育委員会 教育長
加田 普士 三重県小中学校長会
		
（四日市市立楠中学校 校長）
岡田 正史 三重県ＰＴＡ連合会 常任幹事
舘 まき 三重県私学協会（暁中学校・高等学校 教諭）
西井 達子 三重県教職員組合 中央執行副委員長
水元 正 公益財団法人三重こどもわかもの育成財団
		
副理事長
※敬称略・順不同

運営参加 協力中学校
司会／桑名市立光風中学校
受付／桑名市立明正中学校
案内／桑名市立陽和中学校
吹奏楽演奏／桑名市立正和中学校
デザイン画／桑名市立光風中学校美術部

以上の学校の生徒の皆さんが協力してくださいました

最優
秀賞

「 自分なんて…。」と思わないで。
東員町立東員第二中学校 二年

で ぐ ち

み さ

出口 緑彩 さん

「自分なんてどうでもいい。」
「誰からも必要とされてい
ない。」と思っている人はいませんか？もしくは誰かに「必

私にとって、
その子と話したり会えたりすることはとても楽
しいし、嬉しいです。
「よし、今日もがんばろう。」と思うこと

て生きているからです。
私が中学一年生の頃のことです。仲の良かった子と急
に上手くいかなくなり、学校でも自分だけ浮いていると感じ

かの助けや希望、勇気になっているのかもしれません。そう
すると「自分自身がここにいることが誰かの幸せにつながっ
ているのかもしれない。」と思えてきませんか？そう思うと、

要ない。」と言ったことのある人はいませんか？私は「自分
なんて…。」と思ったことがあります。でもそれは、間違って
いたのです。なぜなら人は皆、誰かに必要とされ、想われ

ていました。それでつい友達に「私なんて必要とされてな
いし、
どうでもいいんだよ。」と言ったことがありました。そ
の時の私は誰かのためになるようなことをしていたつもり
もなかったし、ほめられるようなことをしているつもりもあり

ませんでした。だから余計に自分に自信をなくしていたの
かもしれません。でも、その友達は私にこう言ったのです。
「あなたがいつも話し掛けてくれるから毎日楽しく過ごせ
ているんだよ。だから、あなたを必要としている人はここに
いるんだよ。」と。私は、それを聞いた瞬間に心の中がとて
も温かくなりました。それに重い荷物をおろした時のように
心が軽くなりました。
「自分なんて…。」という思いがどれほ
ど自分を苦しめていたのかがよくわかります。
「私は必要と
されている。」ということに気づかせてくれたその友達に今
でもとても感謝しています。
そして今。あの頃の私のように「自分なんて…。」と思っ
ている人がいることに気づきました。例えば「自殺」です。
いじめを受け、自分の価値を否定され、苦しみ悩み、そし
て自ら命を絶ってしまう人もいるのです。もし「あなたがい
てくれるから。」と言ってくれる人がいたら、違った未来が
あったのかもしれません。また、私の周りでも「みんなに迷
惑だと思われているんじゃないか。」と思い、悩んでいる人

もいます。先日、私の友達が「自分なんて誰からも必要とさ
れていない。」と言っていました。私は中学一年生だった頃
のことを思い出しました。もし、あなたの友達がこんな風に
言っていたらあなたはなんて言いますか？私は「あなたがい
てくれるから楽しいんだよ。」と心を込めて伝えました。

ができます。その子がいてくれることが私にとってはとても
重要なことであり、そして幸せなことなのです。毎日登校す
ることや、話すこと。自分が当たり前に行っていることが誰

誰からも必要とされていない人なんていないのです。
私は今、室長をやっています。そして、一つ目標としてい
ることがあります。それは、ひとりひとりが輝けるようにする
ことです。クラス、学年、学校、そんな集団の中でこそみん

なが輝くことができるのです。あいさつやそうじ、たくさん
チャンスの場はあります。ひとりひとり、人と違ったいいとこ
ろは必ずあるのです。そして私はＳＨＲ
（ショートホームルー
ム）の振り返りで「○○さんのこんなところがよかった。」と
その人のいいところを本人にもみんなにも伝えています。
そうすることによって本人も自信がつくと思うし、周りもひと
りひとりのいいところが見えてくると思います。
「自分は必
要とされている。」ということをわかってもらえるように、私
はたくさんのいいところを見つけていきます。
「自分なんて
…。」と思う人を私の身近なところからなくしていきます。そ
して、
「自分なんて…。」と思う人がいなくなり、みんながい
いところを出して輝ける集団を私はつくっていきます。

出口さんから とても嬉しいです。
のコメント

自分の想いがいろん
な人に伝わったと思うので、もし全
国大会への出場が決まったら、もっ
とたくさんの人の心に響くような主
張をしていきます。

※最 優秀賞を受賞した出口さんを「少年の主張全国大会」の出場
候補者(中部・近畿ブロック審査応募作品）として推薦します。

協賛企業・
団体 紹介

※
「中学生のメッセージ
２０１４」
は、ご覧の企
業・団体のご協賛を
いただいています。
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むかしあそびって
おもしろい！
月18日
３月21日～５
ソシゴマ
（熊野地方に伝わるコマ）
どうやって回すの？

竹ぼっくり

腕に覚えの地域の達人105人が
みえこどもの城に登場！
3月21日、22日の2日間の
「むかしあそびっておもしろい!」
オープ
ニングイベント、来場者3,341人、迎える地域の達人は105人。
凧揚げ、けん玉、コマ回し、ソシゴマ、竹トンボ、竹でっぽう、お手
玉、竹馬、缶ぽっくり、そしてお餅つきやあられ煎りも…。
なかなか達人のようにはいかないけれど、子どもたちは
真剣そのもの。できたときの笑顔に達人たちも満足そう。
凧揚げやコマ回しなどはパパが夢中、かっこいいパパを
アピールできたでしょうか。

竹でっぽう

竹でっぽう！
的を狙って！

けん玉

広げよう、つなげよう

あられ煎り

地 域協働 型 大

くるくる回して
えいっ！

餅つき

子どもを応援しようと

こどもの城が一緒に

竹とんぼ

大勢の家族連れ

地域の方々の
輪転がし

風の向きを
感じてあげるんだよ

凧あげ

竹馬に親子で
チャレンジ！

こうして
遊ぶのよ

凧、あがっ
たよ～！

お手玉
協力団体

※敬称略 順不同

尾鷲市青少年育成市民会議 熊野市青
少年育成市民会議 鳥羽市青少年育成
市民会議 松尾まちづくり協議会 （公
社）
松阪市シルバー人材センター 松阪
おもちゃの病院 日本けん玉協会三重
県支部 皇學館大学奇術サークル 皇
學館大学ユースプロジェクト ㈱マスヤ
音楽ボランティアかのん 地元有志
みえこどもの城ボランティア
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30もの企業・団体などが
3,158のお仕事体験を提供！

第２回キッズ
おしごと広場

昨年の第一回目の大好評にこたえて、今回は2日間に拡大。企業、団体、
大学などのご協力で30種類のお仕事を用意しました。
朝から長蛇の列、開場と同時にめざすお仕事に一目散
に駆けだす子どもたち。今年初めて参加いただいた企業
さんは、その熱気に驚きの連続
だったそうです。
大学生のお兄さんやお姉さんの
サポートもあって、子どもたちは
しっかり
「お仕事」
ができました。

歯科 衛生士・看護師体験

マッサージ
師体験

う、子ども応援の輪！

お茶の味
比べ体験

大 型イベント

という地域のみなさんと

につくる大型イベント。

子どもたちの感想
★夢は友だちと美容院を経
営すること（小５）
★車いすは押 す方も大変だ
けど、乗る方も怖 いん だ
なぁと思いました（小４）
★お仕事は簡単なものでは
ないと気付いて将来頑張
りたいと思いました（小６）
★人を助ける仕事はすごいと
思いました（小３）

醤油ラベル
づくり体験

れでにぎわいます。

の笑顔も満開。

７月５日、６日

おしごとブースの大人の感想
★子どもたちが生き生きと体
験してくれて楽しかったです
★社員教育の一つにもなり
良い機会でした
★たくさんの子どもたち、その
親、企業の方々と接するこ
とが出来ました

協力企業等

消防士体験

レジ体験
せっけん
製造体験

鑑 識 体験
銀 行員体験

機械点
検体験

介護士体験

美容師 体験

学生ボランティアの感想
★企業の方とも交流できて
とても充実した一日を過
ごせました
★子どもたちとたくさん関
われて勉強になりました
★素敵な一日でした。
また参加したいです。

うちわ製造体験
※敬称略 順不同

旭電気㈱ 旭美容専門学校 伊勢赤十字病院 イセット㈱ ㈲上野屋 ㈱エスト 岡
三証券㈱ ㈲ケアステーションたきび 子育て・女性健康センターみえ
（三重県助産師
会） ㈱ジェントリー （一財）
食品分析開発センターSUNATEC 下津醤油㈱ ㈲深緑
茶房 新日本工業㈱ ㈱第三銀行 ㈱直三衣裳店（ボージャルダン） ㈲野瀬商店
万協製薬㈱ ㈱ベルピオン マックスバリュ中部㈱ 松阪飯南森林組合･三重県農林
水産部 松阪警察署 松阪ケーブル・ステーション㈱ （公社）
松阪市シルバー人材セン
ター 松阪地区広域消防組合・松阪中消防署 三重県立看護大学 三重県歯科衛生
士会松阪支部 三重コニックス㈱ 村井楽器㈱ ワイヤーママ三重
（千巻印刷産業㈱）
ボランティア協力

皇學館大学

鈴鹿短期大学

高田短期大学

三重県立看護大学

三重県立公衆衛生学院  延べ86人 ※敬称略 順不同
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みえこどもの城ってこんなところ！
夏休みを満喫！総利用者数44,567人
難しかったけど、
たのしかった

昆虫の森 巨大迷路
4,833人の
子どもが体験！

わ」づくり
「カラフル虫うち

みんな虫が
大好き！

家族みんなの合作、
協力して作りました！私が一番
夢中だったかも…(笑)
byおばあちゃん

虫が大好きな子どもたち。
たくさんの虫イベントに
参加しくてれました！

1,614名の
みんなが
つくりました

メモクリップづくり

NO
.1

いっしょう
けんめいできて、
うれしかった

↑カワイイ虫

モーターカーづくり
たのしかった～

クライミングは
難しかったけど、
できてうれしかった

昼工作
タ
「カ カタ昆虫」

夏休み工作の
つよ～いみかた

今度は
クライミングに
挑戦したい！

夏休みの宿題のため、
たくさんの子どもたちが
工作体験をしました。

プレイランド・
外遊びも大人気！
涼しい室内で遊べる
プレイランド、玄関前では
皿回し、ディアボロも
大人気でした。

自分で作れて
うれしかった

葉脈定規づくり
ビー玉と
ぇ
シルエットおぶじ
6

忍者に
なったみたい

手にのせて
ごらん

ディアボロ・皿回しの達人
城ボランティア・岩崎さん
土日には会えるかも！

み え こ ど も の 城 が や って き た！
熊野市教育委員会＆熊野市青少年育成市民会議＆
みえこどもの城 共催事業

in熊野

6月29日（日）に熊野市文化交流センターに、みえこども
の城がモバイルプラネタリウムとフランス生まれの積木カ

ちっちゃいけれど
そこは宇宙

プラを持って訪問しました。140名の親子が、直径4mのエ
アドームでこどもの城職員の解説で夏の星座や七夕の物語
を楽しみました。また、カプラ体験では大人も童心にかえっ

今にも
くずれそう！

て子どもたちと一緒に夢中になれました。

みんなでつくる
カプラのナイアガラの滝、
崩れるときの音が
たまらない

熊野は星空も素晴らしいところ。プラネタリウムで学んで、
今度は実際の星空にも関心をしめしてください。
熊野市青少年育成市民会議

会長

鈴木美文さん

松尾まちづくり協議会・松尾地区老人クラブ連合会＆
みえこどもの城 共催事業
8月22日（金）、子どもたちを元 気に!と、連 携協定を結んでいる松尾まちづく
り協議会が開催する「児童とのふれあい事業」に、みえこどもの城も参加。今回の
「遊び」はスカイシャトルです。まずは、みえこどもの城職員から老人クラブ連合会
の皆さんがスカイシャトル作成の勘どころを習得。そして、やってきた地域の小学生

in松阪

市

づくり
松尾まち
協議会

40名に「伝授」しました。シャトルは、羽の曲げ具合や発射装置に工夫をすると驚
くほど高く上がり、華麗に舞い降りてきます。子どもも大人からも歓声が上がり、
心触れ合う楽しい1日でした。

スカイ
シャトル

シャトル
発射装置
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美しい 星空！

！
径22ｍドーム
大迫力の映像
県内最大の直

みえこどもの城

ドームシアター には

新しい 魅力 がいっぱい
平成21年にハイブリッドプラネタリウ
ムとして生まれ変わったみえこどもの
城のプラネタリウム。光学式の星の美
しさと、デジタル式の大迫力の映像
演出を、同時に可能にするハイブリッ
ドプラネタリウムだからこそできる、
魅力的なイベントを、みえこどもの城
では多数開催しています。

話題の天文現象や最新の情報をわかりやすく紹介

トワイライトプラネタリウム倶楽部
旬の天文現象や宇宙の神秘・謎を、専門家が分かり
やすく紹介します。天文学や科学の専門的な知識は
必要ありません。地元の演奏家による生演奏やミニ
観望会もあり、星が好きな方ならどなたでも気軽に
ご参加いただけます。

美しい星空と音楽のコラボレーション

音楽♪星空☆よくばりコンサート
今や、プラネタリウムドームの活用は天文講座だけにはとどま
りません。美しい星空や大迫力の映像とともに、素晴らしい
音楽の生演奏を楽しむことのできる、よくばりコンサートも多
数開催しております。コンサートのジャンルも、本格的なクラ
シックから、赤ちゃん向け・家族向け・シニア向けなど様々。
幅広い年齢の方にお楽しみいただけます。

教室での授業だけでは説明しにくい
天文学習をサポートします

プラネタリウム学習番組
教室での授業だけではなかなか理解しにくい星の動きを、
プラネタリウムに来て、実際に星を観察しながら学ぶこと
ができます。当館のプラネタリウムスタッフが子どもたち
と触れ合いながら、星空を解説するので、子どもたちの理
解度にあわせた星の学習ができる授業の有効なサポート
ツールです。
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他にも、魅力的な事業・イベントを多数開催しています！

