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豊川市青年団協議会 　　　　酒井 一樹

＜成人式＞
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私の意見　‒豊川市の未来を担う若者の育成‒

　私が青年団に入団したのは、19歳の時です。現在、青年団に入って12年目を
迎えます。現在私は、豊川市青年団協議会の役員をしており、いつの間にか若
い団員を育成する側になっていました。 団員数は、12年前と比べ減少してしま
いましたが、豊川市を活性化させるため役員、団員分け隔てなく協力して事業
に取り組んでいます。豊川市青年団協議会の主な活動は、夏と冬の献血事業、
ＴＳＢＯ～豊川市青年団盆踊り大会～、ふれ愛フェスティバル、新成人祝賀会
（成人式）です。活動にあたって「目的を理解すること」「積極的に活動に参
加すること」を全員の目標としています。

　■ 教えられる側から教える側へ ■  
　入団した頃は先輩団員がやることを見ながら事業に取
り組んでいましたが、現在は私が一番の年長者になりま
した。リーダーシップをとって後輩を指導するのはあま
り得意ではないので、言語での指導よりも、活動を共に
行って、後輩たちが困っている時に助言をしています。
年々頼もしい後輩がたくさん育ち、団員数も徐々に増え
始めました。また以前とは違う新しい豊川市の青年団が
ここから育っていくことを心から願っています。 

＜盆踊り大会＞　■ 結果よりも過程 ■  
　少ない団員で事業を回していると上手くいかないことが
たくさんあります。しかし、結果を見るのではなく、そこ
に至るまでの過程を重視するようにしています。なぜ上手
くいかなかったのか、どうしたら良かったのか過程を振り
返ることで改善点を見つけるようにしています。団員全員
が情報を共有し、スムーズな事業展開ができるよう打ち合
わせは念入りに行います。今は、直接顔を合わせないでス 
マートフォンで連絡を取り合うことが出来る時代ですが、
団員が多く出席できる曜日や時間帯に実行委員会を設定し、
話し合いは対面して行うことを心がけています。互いが顔を合わせて意見を交換することでやる気も湧きま
すし、団員の絆を深めることもできます。どれだけ時間をかけて事業を行っても、思ったような結果が出な
い時もあります。その時の悔しい気持ちを忘れず、バネにして欲しいと思います。青年団の一員として常に
地域に貢献する意識を持ち、積極的な姿勢を持ち続けてほしいです。 

　■ 自分たちで考え、実行し、反省する ■  
　青年団の活動は、市民の方と交流を持つことができ、社会貢献活動に携わることが出来ます。また集ま
った仲間とともに、自分たちがやりたいことを実現できる、それが青年団の魅力です。事業を行う上で、
他人に任せるのではなく、自分の意見を発信し行動に移せる団員の育成を目指しています。そして、事業
を行った後は必ず振り返りをさせ反省点を洗い出し次の事業へと繋げるよう促しています。 



＜ジュニア審査員の皆さん＞  ＜受賞者の皆さん＞

種　　別 題　　名 受　賞　者
最 優 秀 賞

（愛知県知事賞） 
蒲郡市立蒲郡中学校

3年   荒島　彩乃  
たった一言が言えなくて 

優 秀 賞
（愛知県議会議長賞） 

設楽町立設楽中学校
3年   鈴木　梨央  

給食に感謝して

優 秀 賞
（愛西市長賞） 

豊田市立稲武中学校
3年   山田　紗愛  

優しさで変わる一言

優 秀 賞
（愛知県教育委員会賞） 

豊田市立末野原中学校
3年   奥村　魁斗　 

兄と歩けば

優 秀 賞（愛知県青少年
  育成県民会議会長賞） 

東海市立上野中学校
3年   立川　花帆  

届けたい言葉

奨励賞（同上） 

奨励賞（同上） 

奨励賞（同上） 

奨励賞（同上） 

奨励賞（同上） 

奨励賞（同上） 

奨励賞（同上） 

奨励賞（同上） 

奨励賞（同上） 

共感賞＊ 

大口町立大口中学校
3年   石原　千聖  心の壁を越えて

岡崎市立河合中学校
3年   梅本　陽向  

伝統を守って

田原市立伊良湖岬中学校
3年   河合　真帆　  

本当のバリアフリーとは 

西尾市立吉良中学校
3年   工藤　歩果  

助けられる人に

岡崎市立翔南中学校
3年   後藤　謙昌  

祖母のアプローチ

東郷町立東郷中学校
3年   鈴木　そよの

「そば」にいること

信じる
春日井市立南城中学校

3年   　　　湧斗　 
蟹江町立蟹江北中学校

3年   　口　百香　 
尊重

愛西市立立田中学校
3年   森　　結菜  

LGBTの人たちと人権

蒲郡市立蒲郡中学校
3年   荒島　彩乃  

たった一言が言えなくて 
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「平成29年度少年の主張愛知県大会」が開催されました

　愛知県・愛知県青少年育成県
民会議・独立行政法人国立青少
年教育振興機構を主催とし、愛
知県教育委員会・愛西市・愛西
市教育委員会を共催として「少
年の主張愛知県大会」が、8月
25日(金)に愛西市文化会館で開
催されました。
　県内 308 校の中学校から、
51,472名の応募があり、各地区
から選ばれた中学生が日頃から
の思いや自分の考えを堂々と力
強く発表しました。
　発表内容は、自分の生き方や
家族、学校生活、現代社会や地
域に関する問題などで、いずれ
も社会や世界、そして未来に向
けて前向きな考え方をもち、行
動しようとする意欲に溢れ、会
場を埋めた聴衆から盛んな拍手
がわき起こりました。
　各賞の受賞者は右表のとおり
です。最優秀賞を受賞した荒島
彩乃さん（蒲郡市立蒲郡中学校
3年）が、全国大会の出場候補者
として推薦されることになりま
した。 

＊「共感賞」は愛西市の中学生審
査委員10名が 最も共感できる作品
を協議して選出しました。 



たった一言が言えなくて
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「最優秀賞」作品紹介

蒲郡市立蒲郡中学校　3年　荒島　彩乃

　「うちの親、まじでうざい。」 
　 友だちと話していると、よく聞く言葉。私は笑顔で「そうなんだ」と返
します。でも、心の中では「なんでそんなことを言うの。それはあなたの
ことを思って言ったことなのに。お母さんがいなくなった生活を考えたこ
とがあるのかな」と、ぎゅっと締めつけられたような気持ちになります。  
　2013年。私は母を亡くしました。暑い夏の日に「今日は調子がいいから」
と言って母は洗濯物を干していました。増えていく「疲れた」の言葉、
辛そうな表情。母が体調を悪くしていったのはその時からでした。
　あの時、「私も手伝うよ」と言えていたら。その時だけではありません。ご飯を作っている時、掃除をし
ている時、お皿を洗っている時、私は「手伝うよ」の一言がどうにも照れくさくって言えませんでした。
　「あれがほしい、これ買って」私はわがままでした。たくさんのわがままを言って、母を困らせてしまって
いました。そんなこと、我慢していれば母はもっと元気でいられたかもしれません。
　「部屋を片付けなさい。」「こんなことしたら駄目でしょ。」母に叱られ拗ねる私。母からの言葉に対して
適当な言葉を返す私。酷いときには母を無視した私。素直になっていれば。もっとたくさん話していれば。今、
数え切れないほどの後悔があります。
　 そんなたくさんの後悔の中でも、いちばん後悔していることがあります。それは「ありがとう」が言えな
かったことです。
　 母との大切な思い出。母が亡くなる前に、私と母はディズニーランドへ二人で旅行に行きました。「あーち
ゃん、どこへ行きたい」と訊いてきた母に、私は「旅行に行けるんだ」「いつもは家族揃ってだけど、母と二
人で旅行なんて珍しいな」なんて考えていました。いつもは姉兄妹三人で母を取り合う私たち。母と二人きり
で行ける、しかも泊まりで行くディズニー旅行に私は胸を弾ませていました。
　 いつもは母がカメラマンで撮っていた私たち家族の写真。でもこの旅行では、キャストさんや周りのお客さ
んに頼んで母と二人の写真をたくさん撮りました。私が大好きな乗り物にも繰り返しいっしょに乗って。私に
とって夢のような二日間でした。
　 今思うと、自分が生きられるのはもう長くないと覚悟した母が、私たち姉兄妹一人一人との時間を作って、
思い出を残してくれたのだと思います。でもあの時、私はただ楽しんでばかりで、心からの「ありがとう」が
言えませんでした。
　 母を亡くしてから四年が経ち、父の携帯を借りていじっていた私は、ふと気になって、父と母のメールのや
りとりを見てしまいました。そこには「同じ病室の人のいびきがうるさくって耳栓が欲しいよ」とか「ご飯が
うなぎだった。珍しい。」など写真付の病院生活の様子から、「検査の結果が良かったから早く退院できそう」
「今日は体調が悪い」といった病気と闘っている母の姿がありました。
 　しかし、そんな母の闘病の様子以上に、「あーちゃんは元気にやってる」「あーちゃんの夏休みの宿題大丈夫
そう」など、会話のほとんどが私や兄、姉についての話題に溢れていました。
　 母を亡くしてから気づきます。病気で辛いのに、自分より私のことを考え、私のためにたくさんのことをし
てくれていたこと。私に深い愛情を注いでいてくれていたこと。そんなことも分からず「ありがとう」のたっ
た五文字も言えませんでした。
　「うちの親、まじでうざい」
　 私も、家族に対して内心「うるさいな」「放っておいてよ」と思うことがあります。でもそんな時、心のど
こかで気持ちにブレーキをかけます。うざいと感じた相手の言葉の裏には自分に見えていない相手の思いがあ
るかもしれません。だから私は、そのときの感情だけに流されず、言葉や行動の後ろ側にある思いや考えを感
じ取り、受け止められるようにしたいのです。
　 今ある日常は決して「あたりまえ」ではありません。だんだんと変わり、いつかはきっとなくなっていきま
す。ありふれた日常の中にある、身近な人の思いに対して丁寧に向き合い、感謝の気持ちを伝えていきたいです。 



■ 年齢に合わせた活動 ■
◆　ちゃいるどすぺーす・・・乳幼児とその親が気軽に集えるサロンの運営 
◆　マーブルクラブ・・・・乳幼児とその親が自然に触れ合って遊ぶ体験（どろんこ遊び、芋ほり 等）
◆　きっず・マーブル・・・園児とその親のふれあい遊び 
◇　放課後子ども教室「もりもりキッズ」・・・小学生の放課後の居場所作り
◇　こどものまち「もりもりタウン」・・・・子どもたちが企画し運営するまちづくり体験
◆　助産師さんによる「生命の授業」を中学校と一緒に企画し実施
◆　中学生の赤ちゃん抱っこ体験の実施
◇　わくわく地域力ＵＰ応援団・・・子どもと関わる大人のためのスキルアップ講座 

舞台芸術の鑑賞・・・人形劇、舞台劇、コンサートなどの鑑賞や体験 

■ 今後に向けて～子どもたちのＱＯＬ(生活の質)向上を目指して ■ 

子ども～大人まで 

＜講談＞

＜落語＞

＜忍者遊び＞
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特定非営利活動法人　子どもと文化の森　理事長　岩根　佐代子

～子どもと大人が共に育ち合う地域づくり～

　「ジージー」「ミーンミーン」と蝉の大合唱。それに負けな
いくらいの「見つけた」「せみがいるよ」と、子どもたちの声。
夏の初めにはこわごわだった1年生の女の子たちも平気で蝉と遊
んでいます。どろんこになって遊ぶ幼児の姿。ふかふかの畑の
土は道路と違って歩きにくいものです。バランスをとって歩く
幼児の体幹は鍛えられていきます。普段過ごしている自分たち
の“まち”で、忍者になったり探偵になったりして遊んでみる
“まち”はいつもと違ってみえてきます。何気ない日常の遊び
の中で、自然とふれあい、関わり、仲間と保障された空間、ゆ
ったりと流れる時間を大切にし、子どもの心に寄り添う大人と
して活動しています。「子どもの文化」を活動の中心にすえ、人形劇や舞台劇、音楽などの鑑賞や体験
を定期的に実施し、子どもや大人の心を揺さぶり感性を磨いていきます。 

乳
幼
児
期

学
童
期
中
高
生
大 

人

　夏休みの院内学級に子どもたちの楽しそうな声が響いています。
目の前で繰り広げられる科学実験に子どもたちの目は釘付け、わくわ
くどきどきが伝わってくるようです。院内生活では体験できない活動
の出前を行い、夏休みは院内学級で体験教室、その他の季節は小児病
棟のフリースペースで快方に向かった子どもたちが、ベッドから出て
遊べるようにおもちゃを持って訪ねています。弱さを持った子どもた
ちの支援となるよう活動しています。それと同時に、妊娠期から出産期
にかけての母親支援が可能となるよう、助産師さんから、ベビー・ナー

サリー（乳児に特化したケアをする人）
養成講座をスタッフ一同で受けていま
す。今後の展開として妊娠期からの親
子のＱＯＬが向上するサポート体制が
つくれるよう試行錯誤しています。 
　このまちで子育てをしてよかったと
思える地域づくりの一翼になれるよう
な活動を目指します。 

Next Generation

新会員団体の活動を紹介します
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「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動（夏期）」を実施しました
～「非行の芽 はやめにつもう みな我が子」～

ＪＫビジネス等非行防止キャンペーン

７月１日(土)
名古屋駅

青少年保護育成条例に協力する事業所の認定
７月21日(金)
刈谷警察署

インターネット安心･安全利用シンポジウム
７月４日(火)
豊川市体育館

花と蝶のパトロール

７月26日(水)
刈谷市桜町有害環境の浄化

　愛知県と愛知県青少年育成県民会議では、愛知県
教育委員会、愛知県警察本部と共催で、「青少年の
非行・被害防止に取り組む県民運動（夏期）」を展
開しました。夏休み期間中は青少年が開放感から有
害環境に接する機会も増えるため、７月・８月の２
か月間を運動期間とし、県内では様々な活動が行わ
れました。

《運動の重点》
　◆青少年の性被害の防止
　◆インターネット利用に係る非行及び犯罪　　
　　被害防止対策の推進
　◆薬物乱用対策の推進
　◆不良行為･初発型非行（犯罪）等の防止
　◆再非行（犯罪）の防止
　◆いじめ･暴力行為等の問題行動への対応

　刈谷警察署、刈谷市教育委員会は、刈谷商
工会議所に加入する57社を「青少年保護育成
条例に協力する事業所」に認定し、認定事業
所には「認定プレート」、「青少年健全育成
マニュアル」等が配られました。

　図書類の販売業者や深夜営業施設、携帯電話販売店
等を回り、青少年に有害な図書類の販売方法や、深夜
の青少年立入制限措置、フィルタリングの説明義務履
行状況について確認し、青少年の健全育成への協力を
依頼しました。

　愛知県青少年保
護育成条例で禁止
されている、自動
販売機での有害が
ん具販売を行う者
に対して指導を行
い、その結果、販
売は中止されまし
た。

　中村警察署が主催するキャンペーンで、
JKビジネスの説明や、地元高校生による非行
防止宣言、和太鼓演奏などが行われました。

　生徒自らがインターネットの安心・安全利用に向け
た意識の醸成を図ることを目的とした、２中学校合同
によるシンポジウムが開催されました。

　JR刈谷駅北口の桜町周辺で、地元
商店街の店主や風俗店関係者等が集
まり「花と蝶のパトロール」が行わ
れました。

　毎月最終水曜日に清掃やパトロールに取り組んで
おり、この日は121回目を迎え、県民運動と連動して
青少年の健全育成啓発活動も行われました。

豊川警察署
警察本部少年課
金屋中学校
代田中学校
豊川市教育委員会
総務省東海総合通信局
愛知県
豊川市少年補導委員会
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読 書 感 想 文 募 集 図 書 一 覧
作 品 名 著 者 名 出 版 社 本体価格

幼児向
はっきょい どーん やまもと ななこ 講談社 ¥1,400

だれのおとしもの？ たねむら ゆきこ ＰＨＰ研究所 ¥1,300

はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 ¥1,200

トイレとんとんとん 板橋 敦子 
ひさかた 

チャイルド 
¥1,000

小学校低学年向
ウミガメものがたり 鈴木 まもる 童心社 ¥1,500

こぶたのタミー    

学校へいく 
かわの むつみ 国土社 ¥1,300

おしりたんてい 

かいとう VS たんてい 
トロル ポプラ社 ¥ 980 

小学校中学年向
北極 いのちの物語 寺沢 孝毅 偕成社 ¥1,500

春風亭一之輔の 

おもしろ落語入門 
春風亭 一之輔 小学館 ¥1,500

かあちゃん取扱説明書 いとう みく 童心社 ¥1,200

小学校高学年向
うなぎ 一億年の謎を 

追う 
塚本 勝巳 学研プラス ¥1,400

戦火の三匹 

ロンドン大脱出 
ミーガン・リクス 徳間書店 ¥1,600

世界でいちばん貧しい

大統領のスピーチ 
くさば よしみ 汐文社 ¥1,600

中学生・高校生向
車夫 いとう みく 小峰書店 ¥1,500

16 歳の語り部 

雁部 那由多 

佐藤 敏郎  

津田 穂乃果 

相澤 朱音 

ポプラ社 ¥1,300

青年向

池上彰の君たちと考える

これからのこと 
池上 彰 

日本経済

新聞出版

社 

¥1,200

世界一清潔な空港の 

清掃人 
新津 春子 

朝日新聞

出版 
¥1,000

「青少年によい本をすすめる県民運動」読書感想文・感想画を募集中です

「保護者のための　体験！体感！スマホ教室」を実施しています

　平成29年10月1日から1か月間、「育てよう　豊かな心　読書から」をスローガンに、愛知県と愛知県青少年
育成県民会議の主催により「青少年によい本をすすめる県民運動」を展開しています。この運動では、読書を
通して青少年の健全育成を図るため、はがきによる読書感想文・感想画を募集しています。次の中から好きな
本を読み、ふるって応募してください。 

　愛知県では、子どもたちがインターネットを安心安全に利用でき
るよう、保護者等を対象に、実際にスマートフォンに触れて危険性
を認識するとともに、正しい使い方などを習得していただく講師出
張型の教室を、本年度も平成30年２月まで随時開催しています。 
●教室の概要 
　小中高等学校等の生徒の保護者やその他（地域の集いなど）を対
象に１教室あたり２時間、30人程度の従来の形式に加え、本年度か
らは講演形式も取り入れ、数百人規模での教室も開催しています。 
　学校の教室、地区の公民館などへ３名の講師を派遣し、実際にス
マートフォンを使って子どもたちが日常どんなことをしているか、
SNSを使ったいじめや、どのように性的被害に遭うのかなど、実際
にあった事例を専用のアプリで擬似的に体験することにより、知識
や理解を養い、子どもたちを犯罪やトラブルから守る手段を習得し
ます。  
　費用は不要で、スマートフォン、パソコン等を不得手と感じてい
る方にも配慮した内容となっています。 
●申込先　　縁エキスパート株式会社（愛知県委託事業者）
　　　　　　　電話 052－753－5781 

●応募方法 はがき又は同じ大きさの紙の裏に本の題名と
　　　　　　感想文・感想画をかき、応募してください。
　　　　　　なお、表面には住所・氏名のほか学校名・学年
　　　　　　（又は職業・年齢）を書いてください。　　
●応 募 先　 〒460-8501 （住所不要） 愛知県庁内       
　 　 　 　 愛知県青少年育成県民会議事務局　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 「読書感想文・感想画」係 　
●締  切　 11月６日（月）（必着）  　 　 　 　 　
　※選考の上、愛知県書店商業組合から児童図書又は全国
　　共通図書カードが贈られます。 
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11月は「子ども・若者育成支援県民運動」の強調月間です

Next Generation 次　　代

第48回愛知県青少年育成県民会議青少年団体等の表彰受賞者のみなさんです

　日頃の青少年活動及び青少年の育成指導活動の功績が認められ、次の方々が、平成29年6月2日に県民会議
の総会で表彰されました。おめでとうございます。一層のご活躍を期待します。 

≪編集後記≫
　8月25日に行われた少年の主張愛知県大会では、各地区から選ばれた生徒達が、日頃心の中に思い考
えていることや感じていることなどを、いきいきと発表してくれました。また、そのアトラクションと
して参加してくれた愛西市立佐織中学校吹奏楽部の皆さんは、暑い中懸命に大きな楽器を搬入し、活気
ある演奏を披露してくれました。 
　子ども達の頑張る姿はキラキラと輝いていて、私たち大人にも元気をくれます。

◆ 個人の部(青少年)  （敬称略） ◆ 団体の部(青少年団体) 
氏名 住所 所属団体 団体名 所在地 

酒井 一樹　　　 豊川市 豊川市青年団協議会 ガールスカウト愛知県第 13 団 岡崎市 

◆ 個人の部(青少年育成者)       （敬称略） ガールスカウト愛知県第 77 団 稲沢市 
氏名 住所 所属団体 

石川 保子　　　 江南市 日本ボーイスカウト愛知連盟 
江南第 1 団 蒲郡市立三谷中学校「御殿舞」 蒲郡市 

井上 和彦　　　 東海市 和太鼓「嚶鳴座」 禎真館 豊橋市 

奥村 はるみ 名古屋市 
昭和区 昭和区子ども会育成連絡協議会 日本ボーイスカウト愛知連盟 

名古屋第 23 団 名古屋市熱田区

奥村 光樹 名古屋市 
中川区 中日こども会 日本ボーイスカウト愛知連盟 

東浦第２団 知多郡東浦町

加藤 隆明　　　 小牧市 小牧少年補導委員会 日本ボーイスカウト愛知連盟 
弥富第１団 弥富市 

神谷 智美　　　 安城市 一般社団法人 
ガールスカウト愛知県連盟 

◆ 団体の部（青少年育成団体） 
団体名 所在地 

権田 静司　　　 豊川市 愛知県子ども会連絡協議会 足助レディースパトロール 
セキュリティ隊 豊田市 

清水 貞宏 名古屋市 
中村区 愛知県少年指導委員連絡協議会 小牧山吉五郎太鼓保存会 小牧市 

髙津 國義　　　みよし市 みよし市柔道会 名古屋市立植田南小学校 
Ｐ  Ｔ  Ａ 

名古屋市
天白区

塚原 信一　　　 安城市 安城市子ども会育成連絡協議会 西春日井地区更生保護女性会 清須市 

中村 倫之　　　 小牧市 一般社団法人 
日本ボーイスカウト愛知連盟 守山旭少年補導委員会 名古屋市

守山区

則竹 秀子　　　 一宮市 愛知県青少年育成 
アドバイザー連絡協議会 

渡邉 弘子　　　 知多市 
特定非営利活動法人 

和装教育国民推進会議 
愛知県支部あいちきものネット

編集発行　愛知県青少年育成県民会議（事務局）愛知県県民生活部社会活動推進課 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 ℡（052）954-6175（ダイヤルイン）

年2回発行  ホームページ http：//www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/kenminkaigi/ メールアドレス syakaikatsudo＠pref.aichi.lg.jp 

　今日、子ども・若者をめぐっては、少年非行、いじめや児童虐待、危険ドラッグ、違法・有害な情報の氾濫
など、問題が山積する一方、ひきこもり、ニートなど社会的自立の遅れも深刻化しています。この機会に、子
ども・若者を取り巻く環境を、大人自身が再度見直し、子ども・若者を地域全体で育成し、自立を促すための
支援のネットワークの輪を広げていきましょう。
　期間中には「育てよう　自分に勝てる子　負けない子」をスローガンに、各関係機関・団体により、県内各
地で広報啓発活動、パトロール活動、大会・シンポジウム・研修会の開催など、多様な取組が展開されます。


