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  私の意見　～田原市４Ｈクラブ連絡協議会の地域貢献～

田原市4Hクラブ連絡協議会　会長　中神　智弘
■4Hクラブってなに？■
　4Hクラブの4Hとは、科学的にものを考えられる頭（Head）、農業の改良と改
善に役立つ腕（Hands）、楽しく暮らし、元気で働くための健康（Health）、誠実
で友情に富む心（Heart）の頭文字をとった活動の4つの信条を表しています。
　田原市4Hクラブ連絡協議会（以下「田原市4Hクラブ」）は、将来の田原市の農
業を支える21名の若手農家が中心となって、地域貢献活動に取り組んでいます。
　地域貢献活動として、田原市民の皆さんに栽培や収穫の楽しさを知ってもら
うため、ジャンボカボチャの苗を一般の方や保育園・幼稚園に配布し、育てた
ジャンボカボチャの重さを競うジャンボカボチャコンテストや田原産農産物を
PRするため、クラブ員が栽培した野菜を販売・PRするマルシェなどを開催し
ています。

■農業は人と接する機会が少ないと思っていませんか？■
　私は就農前、農業は人と関わることが少ない業種だと思っていました。しかし就農し様々な業務に携わ
るうちに、技術や経営についてほかの農家さんから教わったり、研修生に指導したり、出荷先との調整を
行ったりと、人との関わりや地域との繋がりが農業経営において重要であることに気づきました。

　そんな時、先輩農家に「田原市4Hクラブは、若いうちにしか繋
がれん人と繋がれるで入ってみりん。」と誘われたのが私の入会
したきっかけです。
　田原市4Hクラブのマルシェや園児たちへの栽培指導などの地域
貢献活動は、クラブ員や地域の方など幅広い人との関わる機会が
あります。そして田原市4Hクラブに入ったからこその経験や出会
いがあり、人や地域との繋がりをつくるとともに、人との関わり
や地域と繋がるためには欠かせない伝える力や聞く力を育ててい
ると思います。

■田原市4Hクラブのこれから■
　地域の方々は私たちの活動に、深い理解を示し協力してくださいます。それはこれまで諸先輩方が行っ
てきたジャンボカボチャコンテストを始めとする活動が地域の方々の理解を得てきたからだと思っていま
す。私たちは、この恵まれた環境にある田原市4Hクラブを維持していかなければなりません。
　しかし今、農業者の減少に伴いクラブ員が減少しています。そのため、これまでの活動に加え情報発信
にも力を入れ、クラブ員を獲得していきたいと考えています。
　今後も地域貢献活動を通じて、将来「4Hクラブの経験や出会いが、今の農業経営に役立っている。」と
思える田原市4Hクラブを目指していきたいです。

　〈園児たちに栽培指導〉

〈マルシェの様子〉〈ジャンボカボチャコンテスト〉
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〈発表者の皆さん〉 　〈ジュニア選考委員の皆さん〉

 「令和元年度少年の主張愛知県大会」が開催されました

種　　別 題　　名 受　賞　者

最優秀賞
（愛知県知事賞）

前向きに生きる
豊田市立井郷中学校
３年　平松　真依

優秀賞
（愛知県議会議長賞）

あなたがいるだけで
知立市立知立中学校
３年　田中　もえ

優秀賞
（犬山市長賞）

癖と生きる
飛島村立飛島学園飛島中学校

３年　高橋　慶多

優秀賞
（愛知県教育委員会賞）

命の価値
あま市立甚目寺中学校
３年　小澤そら莉

優秀賞
（愛知県青少年育成県民会議会長賞）

「考え方一つで」
豊田市立益富中学校
３年　今井奈那美

奨励賞
（愛知県青少年育成県民会議会長賞）

ランドセルに想いを乗せて
岡崎市立竜海中学校
３年　市橋　若奈

奨励賞（同上） 残し続けたい伝統
東栄町立東栄中学校
３年　伊藤　瑞樹

奨励賞（同上） いのちのメッセージ
豊橋市立東陽中学校
３年　岩田くるみ

奨励賞（同上） 私にできること
名古屋市立汐路中学校
２年　木野　有彩

奨励賞（同上） 不屈の自分に出会えて
刈谷市立依佐美中学校
３年　草刈　麻杜

奨励賞（同上） だれでも活動しやすい未来へ
東郷町立東郷中学校
３年　近藤　理子

奨励賞（同上） 三十秒の「for you」
蒲郡市立塩津中学校
３年　鈴木　彩夏

奨励賞（同上） 偶然より必然を
北名古屋市立天神中学校
３年　前田紗矢音

奨励賞（同上） 「理解する社会へ」
犬山市立城東中学校
３年　渡邊　思緒

共感賞(＊) 前向きに生きる
豊田市立井郷中学校
３年　平松　真依

　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・犬山市・
犬山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23日(金)に犬山市民文化会
館で開催されました。
　県内300校の中学校から、
47,406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
りですが、最優秀賞を受賞し
た平松真依さん（豊田市立井
郷中学校3年）が、全国大会の
出場候補者に推薦されること
になりました。

(＊)「共感賞」は、開催地犬山市の中学生から選ばれた６名が選考委員となり、
最も共感できる作品を選出しました。
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前向きに生きる　　　　　　　　    　　　　　　豊田市立井郷中学校　３年　平松　真依

　「あなたのお母さんはどんな人ですか。」
　と聞かれたら、私はすぐ
　「とにかく明るい人です。」と答えます。
　母は、とても好奇心が旺盛で行動力があり、どんなことにも積極的に挑
戦しています。できるか、できないかを考える前に、まず全力を尽くして
みよう、という人です。私はこんな母が大好きです。私の自慢の母です。
　しかし、母にも一つだけ、できないことがあります。それは、音楽を楽し
むことです。そして、私の声を聞くことです。私の両親は二人とも、耳に障
害があり、何も聞こえません。生まれてから、ずっと音のない生活をしてきました。でも私は、両親に愛情いっ
ぱいに、何も不自由することなく育てられたので、これが当たり前の普通の生活だと思っていました。
　しかし、小学校に入学してからは、両親の障害を隠すようになりました。手話をすることも恥ずかしく
なりました。
　「どうして、真依のお父さんやお母さんは、耳が聞こえないの。」
　友達は、私の両親の障害を知ると、みんなこの質問をしてきたのです。私はそれまで、なぜ聞こえないのか、
なんて考えたことがありませんでした。私の両親は、音のない世界かもしれないけど、母は、家事は何で
もできるし、ご飯もとてもおいしいです。父も、一生懸命仕事をしています。みんなのお父さんやお母さ
んと少しも変わらないのに、私は何も答えることができず、両親のことを聞かれるのが、とても嫌でした。
　私はだんだん友達を避けるようになり、暗い性格になっていきました。学校が楽しくなく、学校でも家でも、
あまり話さなくなりました。母にも、学校からの手紙や連絡を伝えるだけで、ほとんど話しませんでした。
　そんなある日、私は母とけんかをして、母にひどいことを言ってしまいました。
　「どうして、お父さんとお母さんは耳が聞こえないの。お母さんが聞こえないから、私は友達を家に呼
べないよ。」
　母は、とても傷ついたと思います。とても悲しそうな顔でした。でも、その時の、母の言葉を、私は今
でも忘れません。
　「どうして真依は耳が聞こえるの。お母さんは、たまたま耳が聞こえないだけ。もしかしたら、あなたも、
その子も、耳が聞こえなくて生まれてきたかもしれない。たまたま耳が聞こえて生まれてきただけだよ。
何も違いはないんだよ。」
　母が、必死に声を絞り出すようにして、私に伝えようとした言葉。その言葉の意味を、今なら理解でき
ます。母は障害のことを特別なこととは、思っていないのです。もちろん不便なことはいっぱいあるけれど、
母にとっては音のない世界が普通の生活なのです。しかし、そう言い切る母の言葉には、私の想像をはる
かに超える母の努力や苦労があることに、気づかされました。
　そのことがきっかけで、私はもっと母とわかりあうために、手話を真剣に学ぶことにしました。障害の
ある人もない人も一緒に手話を学ぶ中で、私はたくさんの人と出会い、たくさんの人の話を聞き、だんだ
ん視野も広がり、手話で話すことに喜びを感じるようになりました。そして障害を乗り越え、常に前向き
に生きている人たちの姿に、とても勇気をもらいました。
　母は、仕事でも、ジュニアクラブや父母の会の役員でも、障害を隠さず、積極的にみんなの中に入って
活動しています。もちろん、周囲の人たちの温かい理解や協力のおかげです。私も今年初めて、評議員と
して活動しています。わたしにとっては大きな挑戦です。
　人は誰でも苦手なこと、できないことがあります。身体のハンデに悩むこともあります。でも、そのこ
とだけをネガティブに考えていると、明るい未来は見えてきません。母のように自分の可能性を信じて、
一歩踏み出し、挑戦してみることが大切だと思います。
　私も今年、義務教育を修了し、新たな旅立ちをしなければなりません。まだ見ぬ世界に不安はありますが、
大切なことを教えてくれた母の言葉を胸に、未来へと進んでいきたいと思います。

「最優秀賞」作品紹介
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◎　最重点項目 インターネット利用に係る子供の性被害の防止

  ○　重 点 項 目　

有害環境への適切な対応　
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為への対応

「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～

　県民会議では、県、県教育委員会、県警察本部と共催で7・8月の2か月間、「青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（夏期）」を行いました。
　多くの青少年が、スマートフォンなどでSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用する中で、
児童買春、児童ポルノ等事件の被害者となるケースが後を絶たないことから、今回は運動の最重点項目に
「インターネット利用に係る子供の性被害の防止」を掲げ、同対策を強力に推進しました。
　また、最重点項目に加え、下記に掲げる重点項目についても広報啓発活動等を集中的に実施しました。

【運動の重点項目等】

中警察署主催のインターネットに係る
性被害防止キャンペーン　

中村警察署主催のＪＫビジネス等
非行防止キャンペーン

なごや子ども・若者わくわくフェスタに
おけるフィルタリング促進等の広報啓発

たばこ販売協同組合が中心となって
実施した未成年者喫煙防止啓発活動
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「実践！みんなのネットモラル塾」を実施しています

　インターネットを介して、子どもたちが犯罪やトラブルに巻き込まれる事案が後を絶ちません。
　子どもたちが安全にインターネットを利用するためには、保護者と子どもの双方が、インターネットに
潜む危険性やその対策を理解し、インターネットを適切に利用するための家庭でのルールづくりを行うこ
とが大切です。
　そこで、愛知県では、講師派遣型の講座「実践！みんなのネットモラル塾～正しい知識を身につけよう～」
を開講しています。

■講座の内容
　・子どもたちが巻き込まれやすいトラブルや危険性について理解を深めます。
　・フィルタリングを設定していても防ぐことができないトラブルを回避するため、子どもがSNSを利用
　　する際の基本的な注意点や、家庭でのルールづくりについて啓発します。
　・パワーポイントを使った講座を主体とし、グループディスカッションやワークショップなどについて
　　も、御希望に応じて実施します。

　　対 象 者　  保護者、教職員、児童・生徒、その他子どもたちを見守る立場にある大人
　　　　　　　  ※今年度から、児童・生徒向けの講座も実施しています。
　　実施期間　  令和元年6月6日（木）から令和2年3月10日（火）まで（200講座程度）
　　受講者数　　30人程度から大人数（100人以上）まで、御希望の人数に対応します。
　　受講時間　　1講座あたり1～ 2時間程度を基本としますが、御希望に応じて柔軟に対応します。
　　講　　師  　愛知県が委託する事業者から講師を派遣します。
　　　　　　　　（委託事業者：スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社）
　　会　　場　  学校の教室、講堂、地域の公民館など　※会場はお申込者様が御準備ください。
　　受講費用　  無料

　　■申込方法
　　　講座開催希望日の1週間前までに、いずれかの方法でお申込みください。
　　　　①Webページからのお申込み　　https://www.starcat.co.jp/school/
　　　　②ファクシミリでのお申込み　　052-726-3243
　　　　※ファクシミリ申込書は、愛知県のWebページからダウンロードする
　　　　　ことができます。
　　　　　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/netmoral.html

　 ■申込先
　　スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社（愛知県委託事業者）
　 　電　　話：052-774-5133

　　　　　　　　　　　　　　  受付時間：月～金　10:00 ～ 17:00　※祝日及び年末年始を除く　

実践！みんなのネットモラル塾
イメージキャラクター「スマッホー」
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   「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

読書感想文募集図書一覧

　令和元年10月1日から1か月間、「育てよう　豊かな心　読書から」のスローガンのもとに、愛知県と愛
知県青少年育成県民会議の主催により第58回「青少年によい本をすすめる県民運動」強調月間を展開して
います。この運動では、はがきによる読書感想文・感想画を募集し、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。運動期間中に下記の募集図書を読み、ふるって応募して
ください。
●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（水）（必着）

作品名 著者名／訳者名 出版社 本体価格
幼児向け

手おけのふくろう 文:ひらの のぶあき　絵:あべ 弘士 福音館書店 ￥1,400

みずとはなんじゃ？ 作:かこ さとし　絵:鈴木 まもる 小峰書店 ￥1,500

いない いない ばあ 文:松谷 みよ子　絵:瀬川 康男 童心社 ￥700

小学校低学年向け

まほうのゆうびんポスト 作:やまだ ともこ　絵:いとう みき 金の星社 ￥1,200

たんけんクラブ  シークレットスリー 文:ミルドレッド・マイリック
訳:小宮 由　絵:アーノルド・ローベル 大日本図書 ￥1,400

それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ 白泉社 ￥1,300

小学校中学年向け

絵物語古事記 文:富安 陽子　絵:山村 浩二
監修:三浦 佑之 偕成社 ￥1,600

ながいながい骨の旅 文:松田 素子　絵:川上和生
監修:桜木 晃彦・群馬県立自然史博物館 講談社 ￥1,800

まんがで読む万葉集･古今和歌集
･新古今和歌集（学研まんが日本の古典） 編:学研プラス　監修:吉野 朋美 学研 ￥1,300

小学校高学年向け

関野吉晴ゼミ
カレーライスを一から作る 著:前田 亜紀 ポプラ社 ￥1,200

ぼくがスカートをはく日 著:エイミ・ポロンスキー
訳:西田 佳子　絵:まめふく 学研プラス ￥1,500

スガリさんの感想文はいつだって斜め上 著:平田 駒 河出書房新社 ￥1,200

中学生・高校生向け

一〇五度 著:佐藤 まどか あすなろ書房 ￥1,400

大統領を動かした女
ルース・ギンズバーグ

著:ジョナ・ウィンター　訳:渋谷 弘子　
絵:ステイシー・イナースト 汐文社 ￥1,800

青年向け

AI vs.教科書が読めない子どもたち 著:新井 紀子 東洋経済新報社 ￥1,500

カルピスをつくった男　三島海雲 著:山川 徹 小学館 ￥1,600
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   第50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、令和元年6月6日に県民会
議総会で表彰されました。おめでとうございます。一層の御活躍を期待します。

11月は「子ども・若者育成支援県民運動」の強調月間です

　昨今、子ども・若者をめぐっては、ひきこもり、不登校、若年無業者、貧困などの社会生活を円滑に営
む上で困難を有する子ども・若者の問題や、少年非行、いじめ、児童虐待、児童ポルノや児童買春を始め
とする子どもが被害者となる事件など、社会全体で取り組まなければならない問題が山積しています。
　さらに、「JKビジネス」や、インターネット上での有害情報の氾濫、SNSの普及等により、子どもの犯罪
被害が拡大することが懸念されます。
　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、多様な取組が集中的
に展開されます。

編集発行　愛知県青少年育成県民会議（事務局）愛知県県民文化局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　https://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/kenminkaigi/　メールアドレス　syakaikatsudo＠pref.aichi.lg.jp

氏　 名 住　 所 所　属　団　体

秋松　 成喜 みよし市 みよし市青少年健全育成
推進協議会

浅見 三喜子 刈 谷 市 刈谷市子ども会
育成連絡協議会

伊藤　 　勇 弥 富 市 弥富市スポーツ少年団
軟式野球連盟

梶田　 哲久 春日井市 篠木サッカースポーツ少年団

加藤　 定和 津 島 市 中日こども会

小出　 　修 春日井市 春日井市子ども会
育成連絡協議会

佐々　 由高 犬 山 市 日本ボーイスカウト愛知連盟
犬山第７団

椎葉　 浩志 江 南 市 日本ボーイスカウト愛知連盟
尾張東地区江南第３団

冨田　 昭則 名古屋市
中 川 区

一般社団法人
日本ボーイスカウト愛知連盟

北條 婦美子 名古屋市
昭 和 区

昭和区子ども会
育成連絡協議会

室井 　恵子 常 滑 市 一般社団法人
ガールスカウト愛知県連盟

横井　 暢彦 瀬 戸 市 瀬戸市子ども会連絡協議会

吉田　 正幸 みよし市 要心館少年育成会

団　体　名 所  在  地

尾張旭市交通少年団 尾 張 旭 市

ガールスカウト愛知県第79団 名 古 屋 市
中 川 区

ガールスカウト愛知県第82団 犬 山 市

田原市４Ｈクラブ連絡協議会 田 原 市

日本ボーイスカウト愛知連盟名古屋第67団 名 古 屋 市
中 川 区

団　体　名 所  在  地

大塚中学校区青少年健全育成協議会 蒲 郡 市

ＪＡＣ武豊 知 多 郡
武 豊 町

名古屋市立津賀田中学校ＰＴＡ 名 古 屋 市
瑞 穂 区

幡山学区青少年育成会 瀬 戸 市

万博瀬戸ボラせんの会 清 須 市

東学区家庭教育推進委員会 日 進 市

■個人の部（青少年）
　該当者なし

■個人の部（青少年育成者）　　　　　　　（敬称略）

■団体の部（青少年団体）　　　　　　　　（敬称略）

■団体の部（青少年育成団体）　　　　　　（敬称略）


