
　皆さまには、日頃から青少年育成市民会議能登川
支部の活動に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申
し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、コロナ禍ではあり
ましたが当支部と人権のまちづくり協議会が主催と
なって、子どもたちのネット社会の現状をテーマに
「合同研修会」を６月５日に開催し、また１１月５

日には「青少年育成大会」を３年ぶりに開催すること
ができました。両事業ともに能登川中学校吹奏楽部の
すばらしい演奏を披露いただき、会場に華を添えてい
ただいたこと大変うれしく思います。
　青少年育成市民会議能登川支部は、本年も「地域の
子どもは、地域で守り育てる」を合言葉に、未来ある
子どもたちの健全育成を目的に、「あいさつ運動」を
はじめ、「愛のパトロール」「青少年育成大会」など様々
な活動を展開していきます。
　地域の皆さまの日頃からの温かい声かけや見守り
が、子どもたちを健やかに育みます。
　どうぞ今年も温かいご支援とご協力をよろしくお願
いいたします。

東近江市青少年育成市民会議
　能登川支部 支部長　田井中  与弘

ご あ い さ つ

あいさつ運動
３学期始業日運 動 会 ・ 体 育 祭

愛のパトロール 電柱幕の交換 ありがとうございました
　各自治会委員と自治会長、そして会
員、支所職員の皆さまのご協力をえて、
パトロールを行っています。「安全・
安心のまちづくり」を目指し、今年も
引き続きパトロールをしてまいります。

　古くなった電柱幕の交換を
しました。街で古くなった電
柱幕を見かけたら事務局まで
ご連絡ください。

　公益財団法人 五峰興風会様か
ら助成いただき、「あいさつ運動
啓発ポスター」参加賞と「ふれあ
いラジオ体操カード」を作成しま
した。

新年最初の「あいさつ運動」

地域の皆さまご協力ありがとうございます。

にじいろ幼児園 運動会 そらの鳥こども園 運動会 能登川中学校 体育祭 能登川南小学校 能登川西小学校
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表彰式

開　会

能登川
地区 青少年育成大会 ～大人が変われば　子どもも変わる～

　能登川地区の４小学校、能登川中学校、能登川高等学校を代
表して、家族や友達との関わりの中で感じたことや自分の思い、
未来への希望や夢などを発表していただきました。

能登川東小学校６年
軸屋  野乃花 さん
「私の思い」

来賓あいさつ
能登川支所長

脇　 和彦 氏

あいさつ
青少年育成市民会議

能登川支部長
田井中 与弘 氏

司　会
能登川中学校３年

中村 咲來 さん・小嶋 優太 さん

能登川西小学校６年
廣田　侑 さん

「日本の発電について」

能登川南小学校６年
澤田  龍幸 さん

「あいさつが広がる世の中」

能登川北小学校６年
冨江  陽柚 さん
「私の将来の夢」

　令和４年１１月５日（土）に
能登川コミュニティセンター 
ホールにおいて、「大人が変わ
れば子どもも変わる」をテーマ
に３年ぶりに開催しました。

青少年の主張

　最優秀賞作品は、啓発ポスター用に印刷し
各自治会の掲示板等に掲示しています。

「あいさつ運動」啓発ポスター表彰
　能登川中学校の生徒を対象に「あいさつ運
動」の啓発ポスターを募集し、今年は１６９
点の応募の中から、最優秀賞、優秀賞、佳作
の計１０名の入選者を表彰しました。

善行表彰
　親切や思いやりのある行い（善行）
をした青少年を表彰しました。

能登川東小学校 本部委員会
能登川西小学校 ６年生全児童・５年生児童会役員
能登川南小学校 児童会役員
能登川北小学校 河合　匠 さん（６年）

能 登 川 中 学 校 大前 優芽 さん（２年）・奥村 優々 さん（２年）
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～大人が変われば　子どもも変わる～

　生徒たちの緊張が
伝わる中、力強い音
色で観客を魅了し、
会場は大きな拍手で
包まれました。

　能登川地区の４小学校６年生
と能登川中学校３年生による、
一言メッセージを展示しました。

子ども達の思いや願い、感謝の言葉などたくさのメーセージをいただきました。

能登川中学校  吹奏楽部

来賓あいさつ
滋賀県議会議員
加藤  誠一 氏

能登川中学校３年
大橋　歩 さん

「コロナ禍でできた絆」

能登川高等学校２年
矢尾  太壱 さん

「私の今までとこれから」

一言メッセージ

演奏会
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青 少 年 の 主 張 作 文 　 優 秀 作 品

コロナ禍でできた絆
　　　　能登川中学校３年　大橋　 歩

　僕は、陸上部で短距離走をやっています。正直、僕が陸
上部を選んだのは、不器用な僕には、道具やボールを使う
ことが難しいだろうと、ただ「走る」という競技を選択し
たという理由からでした。
　小学校の卒業を控えた２月からコロナ禍となり、現在中
学３年生の僕の中学校生活は、まさにウィズコロナでした。
　中１のある日、仮入部もなしで決めた陸上部入部に、友
人も先輩も先生も、誰より家族が一番驚いていました。陸
上部の活動では、新しい友人ができ、優しい先輩にも恵
まれて、楽しい２年間はあっという間に過ぎていきまし
た。３年になった今、僕にはいろいろなことがおきました。
春の中体連の前日に父が発熱し、コロナに感染したのです。
僕の中学生活最後の中体連で「欠席」の二文字は考えても
みないことでした。母から「楽しみにしていた大会だけど、
お父さんが病気だから明日は行けないね。ごめんね。」と
伝えられました。徐々にタイムが上がっていた僕は、「えー
まじか。」と一瞬父を恨む気持ちになりました。
　そこに、高熱があり、自宅隔離となっていた父からライ
ンで一言、「大会だったのにごめんな」と送られてきたの
です。いつも口数の多くない父の気持ちと、一瞬でも父を
恨んでしまった自分の気持ちが混じり合い、何とも言えな
い気持ちになった僕は、少し泣けてしまいました。後で
母から聞いたのは、僕から送った返事を見て父も病床で泣
いていたということでした。何と伝えたかは父と僕の秘密
です。そしてコロナは弟二人と僕、母、家族みなにうつり、
１０日間の自宅療養となりました。
　その間、友人から大会の成績の報告や早く治して走ろう
など励ましの言葉をたくさんもらい、活力になったことは
言うまでもありません。療養があけて、久しぶりの学校は

なぜかまぶしく、日常のすばらしさを心底感じました。療
養期間を真面目に過ごした僕にうれしいことがありました。
それは今年はじめて保護者の観戦が可能な大会が行われる
ことになったことでした。正直、中３の僕にとって親が見
に来てくれることは、はずかしさとうれしさが入り交じっ
た複雑な気持ちです。
　そのことは、みなさんもよくわかってくれると思います。
そして、複雑な気持ちと母のお弁当を持って、会場を見渡
すと、平日の大会にも関わらず、父が仕事を休んで見に来
てくれていました。僕たちの席と父のいる場所はグラウン
ドをはさんで反対側。もちろん声もかけることはできませ
んでしたが、目が合いました。あの日のラインのこともあ
り、少し気恥ずかしかったのですが、間違いなく僕は力を
もらった気がしました。当日、１００メートルのタイムは
自己ベストを更新し、決勝に進むことができて、結果、市
で７位の成績を残すことができたのです。
　自宅に帰ると、僕の好きなものが並んだ夕食の食卓で、
父が家族に大会でのがんばりを伝えてくれました。父が見
に来ていなければ市で７位という結果は単なる結果に過ぎ
なかったと思います。コロナ禍はまだ終わったわけではあ
りませんが、これをきっかけに、両親は僕の陸上に興味を
持ち始め、少しきつくなってきたスパイクを新しく買いな
おしてくれることになりました。複雑な気持ちはあります
が、認めてもらえたことのうれしさの方が、今は大きいです。
　これから何回かの大会を経て、僕たちは卒部し、進路を
決めていかなければいけません。誰にとっても病気になる
ことはよいことではないけれど、僕と家族にとっては、大
きな経験であり、父との距離に変化があったのは間違いの
ない事実だと感じています。不器用な僕がまっすぐ走る
ゴールの先には明るい未来への希望が満ちあふれています。
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私の思い
能登川東小学校６年　軸屋  野乃花

　皆さんは、世界中の人達が幸せな気持ちで暮らすために
はどのようなことをすれば良いと思いますか。
　私はまず、幸せな気持ちとは、どのようなものかを考え
ました。幸せという言葉の意味を検索すると、「心が満ち
足りていて、不満がないこと。」と出てきます。心が満ち
ている、心が満足している。そのような状態のことを言う
ようです。だから、幸せとは、とても尊いものであり、と
ても大切なものであると言えます。
　では、幸せな気持ちになるためには、どうすればいいの
でしょうか。そこで、私は世界中の人達が幸せに暮らすた
めには、「優しさ」が一番大切だと思いました。
　なぜかというと、最初に書いた通り、幸せは明るく楽し
く、尊いものです。ですが、周りの人のことを考えられる
ような優しい気持ちがないと、嫌なことを言われて、悲し
い気持ちや、辛い気持ちになり、幸せとは真逆になってし
まいます。
　例えば、今ロシアとウクライナの間で戦争が起きていま
す。ロシアの大統領、プーチンさんが家族や友達など身内
の人が戦争により殺されてしまい、家も何もかも無くして
しまった人たちの辛く、悲しい気持ちを分かっていれば、
戦争など起こさずに、仲良くできていたはずだとは思いま

せんか。また、近年のインターネットの普及によって、さ
まざまなＳＮＳがとても身近なものとなりました。とても
便利で誰でも気軽に発言ができる良いものですが、その反
面、インターネット上でのいじめや、差別などが起きるよ
うになりました。そのことがきっかけで自殺をする人が出
てきたり、学校や職場にいけなくなったり、心の病気にか
かってしまう人もいます。ですが、いじめや差別を起こす
ような人も、される側の気持ちを考えられるような優しい
気持ちを持てば、そのようなこともなくなり、世界は平和
になると思います。
　このように、周りの人たちのことを考えられるような優
しさは世界を救う大切なものだと思います。なので、絶対
に全人類に必要なものであるはずです。ですが、どうすれ
ば優しい気持ちを持てるのか、わからない人や、実際に何
をすればいいのか考えている人もいると思います。そこで
例を挙げるとすれば、体が不自由な人や高齢者の人にバス
や電車の席を譲ったり、クラスで一人でいる子に声をかけ
たり、間違ったことをしている人に優しく注意したり、当
番で体調が悪そうな子と代わってあげたりする、などを積
極的にしていけば、周りの人たちのことを考えられる優し
い気持ちであふれ、争いがなくなり、世界は平和になると
思います。
　なので、今の世界には「優しさ」が一番大切だと思いま
した。みなさんはどう思いますか。

あいさつが広がる世の中
能登川南小学校６年　澤田  龍幸

　「おはようございます！」
　朝の登校中に元気なあいさつの声が聞こえてきます。ぼ
くが通っている学校では、「あいさつ運動」をしています。
その理由は、笑顔あふれる明るい学校づくりをしていくた
めです。「凡事徹底」この言葉は、ぼくの学校では最近よ
く言われている言葉です。この言葉の意味は、何でもない
ような当たり前のことを徹底的に行うということです。あ
いさつも、凡事徹底の一つです。あいさつは、何も難しい
ことではなく、当たり前のことです。
　以前、ぼくたちの教室に、他の学年の先生が入ってきた
とき、そのことに気づかず、あいさつをしませんでした。
そのときに担任の先生がしかりました。
　「あいさつは何のためにあるの？」
　ぼくはそう言われて、心の中でいっぱい言い訳を言って
いました。でも、友達がこう答えました。
　「人を明るい気持ちにさせるためです。」
　ぼくはその言葉を聞いたとき、「はっ！」と思いました。
何か新しいことに気づいたような気もしました。今まで、
あいさつはそれほど重要なことではないと思っていました。
でも、それが世の中を動かす重要なことだと気づきました。
　最近、ニュースで罪を犯してしまう人が報道されていま
したが、ぼくは、その理由を自分なりに考えました。不安

なことや「もうこんな人生はいやだ」と思うくらい辛いこ
とがあり、だれにも相談することができず、自分の思いを
伝える最終手段として罪を犯してしまったのではないかと
思います。ただ、これは絶対に許されることではありません。
　もし、あいさつが広がる世の中になれば、少しでも犯罪
を減らすことができるのではないでしょうか。あいさつに
は、人を笑顔にする力があります。あいさつをすることに
よって、友達や先生、地域の方など人と人とのつながりが
生まれます。人とつながることで、不安や悩みを話しやす
くなったり、表情などの小さな変化に気づいたりすること
ができます。そうして支え合うことで、世の中は明るくな
っていくし、罪を犯す人も減るのではないかと思います。
　では、あいさつが広がる明るい世の中にするために、ぼ
くたちには何ができるでしょうか。あいさつが苦手な人に
とっては、自分からあいさつをするのは、勇気のいること
かもしれません。だから、あいさつをされたら返すことか
ら始めてみるといいと思います。すると、だんだんと自分
からあいさつができるようになります。実際、ぼくがそう
でした。そして、相手の目を見て、明るく元気な声であい
さつをするなど、一人ひとりがよりよいあいさつを目指し
ていきましょう。その意識が、「あいさつが広がる明るい
世の中」につながると思います。
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将来の夢
能登川北小学校６年　冨江  陽柚

　私の将来の夢は、ウエディングプランナーです。理由は
二つあります。
　一つ目は、多くの人が幸せになってくれたらいいなと思
うからです。結婚式で幸せそうな人を見ると、結婚した人
だけでなく、周りで見ている人も、その式をお手伝いした
人も、やっていてよかったなと思えるからです。
　二つ目は、ウエディングプランナーがいないことには、
結婚式が成り立たないからです。
　最近は、少子高齢化が進んでいて、子どもが少なくなっ
ています。でも、その子どもを産むのは、結婚してくれた
親です。その親の一番楽しかった思い出が「結婚式」だと
思ってもらえるようにするには、ウエディングプランナー
が必要だと思うからです。一つでも幸せの時間が増えたら
いいなと思って、ウエディングプランナーになりたいと
思っています。
　私が、今、ウエディングプランナーになるために努力し
ていることは、二つあります。
　一つ目は、勉強することです。最近は、中学１年生の問

題が小学６年生の勉強とつながっていることを母に教えて
もらいました。たくさん勉強することで、将来の職業の選
択肢を増やすことができます。だからこそ、将来の自分の
夢に近づけるために、コツコツと努力を続けることにして
います。
　二つ目は、勉強も大事だけれど、友達と遊んだり、家族
とお出かけしたりすることも大事だと思い、いろいろと行
動していることです。少し前、お寺のお坊さんと話をして
いて、お坊さんが、「将来の夢があるなら、たくさん勉強
して、たくさん遊んで、お母さんとお父さんの言うことを
しっかり聞いて、友達も大事にしていたら、その努力が絶
対いいことにつながるよ。」と言ってくれました。それま
で私は、勉強さえしっかりやっておけば、立派な大人にな
れると思っていました。しかし、友達や家族と遊ぶことも
大切なんだなと思い直しました。
　そして私は、最近、楽しいことだけではなく、少し嫌だ
なと思うことも、全力でがんばるようにしています。お坊
さんが言った通り、その努力は必ず将来の役に立つと信じ
ています。これからも、何事も前向きにとらえて、がんば
り続けたいです。

日本の発電について
能登川西小学校６年　廣田　 侑

　僕は今回、日本の発電方法について考えることにしまし
た。その理由は、エコな発電ができたら、環境に優しい生
活ができると思ったからです。
　そこでまず、日本の現在の発電方法について調べました。
日本の発電方法の割合は、火力発電が約８０パーセント、
原子力発電が約４パーセント、クリーンエネルギーが約
１６パーセントになっています。このことから、ほとんど
の電力が火力発電で作られていることがわかりました。そ
の理由は、火力発電にはたくさんの良いところがあるから
です。一つ目は、エネルギーの変換効率が高いことです。
変換効率とは、作ったエネルギーを電気に変換できる割合
で、高ければ高いほど、無駄を出さずに電力を使うことが
できます。二つ目は、柔軟に出力調整ができることです。
これは、必要なときに必要な分だけ、電気を供給できると
いうことです。三つ目は、発電量が安定しているというこ
とです。環境や天気に左右されずに、いつでも安定して発
電ができるということです。
　では、火力発電に短所はないのでしょうか。火力発電で
は、石炭や天然ガス、石油などの化石燃料を燃やすことで
発電しています。そのため、温室効果ガスをたくさん排出
するという問題点があります。また、石油と天然ガスはあ
と５０年、石油はあと１００年ほどでなくなってしまうか
もしれないそうです。そうなると、僕が生きている間にも
火力発電ができなくなってしまいます。
　そこで、火力発電以外の方法でたくさんの電力を作って
いる国がないか調べました。すると、ブラジルでは全体の

７０パーセントを水力発電で作っていることがわかりまし
た。ブラジルには、アマゾン川やイグアスの滝などの大き
な水資源があります。それによってたくさんの水力発電が
できるのです。他にもスウェーデンでは、火力発電や原
子力発電を減らし、クリーンエネルギーでの発電を１００
パーセントにすることを目指しているということもわかり
ました。
　僕は、日本と海外の発電について調べてみて、日本でも
ブラジルやスウェーデンのように、火力発電ではなく、ク
リーンエネルギーの発電割合を増やせないかと考えました。
日本には広大な土地も豊かな水資源もないため、水力発電
をしようとしても、多くの量を発電することができません。
また、日本では安定した風は海沿いにしか吹かないので、
風力発電はあまりできないと思います。水力や風力だけで
は、外国のようにたくさん発電することができません。し
かし、日本は太陽の光が強い国なので、太陽光発電なら一
気に多くの電力を発電することができると思います。日本
では、一つの発電方法でたくさんの量を発電することがで
きませんが、一つ一つの発電方法の量を増やしていくこと
で、たくさんの量を発電することができると思います。日
本も日本の特色を使ってうまく発電することが大切です。
　今回僕は、発電のことについて調べてみて、他の国と日
本との環境の違いが、発電方法に関係することを知りまし
た。僕は、地球に優しい方法で発電する国になってほしい
です。そのために、日本もうまく日本特有の環境を活用す
ることができるのではないかと思っています。これからは、
多くの人にエコ発電のことを知っていてほしいです。また、
僕たちみんなが、電気の大切さを意識し、節電を心がける
ことも必要だと思います。
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私の今までとこれから
能登川高等学校２年　八尾  太壱

　皆さんは、今までの人生満足していますか。
そして、これから先の人生の見通しは立っていますか。私
は今までの人生、全くと言っていいほど満足していません。
その原因は主に二つあります。
　初めに、私の性格です。私は極度のめんどくさがりです。
例えば、私は提出物を出すことが苦手です。提出期限に余
裕があると「また明日やればいい」と思い、毎日後回しに
してしまい、気が付くと期限前日になってしまいます。そ
して提出物を投げ出してしまい、結果未提出になってしま
うことが多々あります。そのせいで中学時代には、放課後
の教室で担任の先生と提出物が終わるまで居残りしたり、
長期休みが明ける一週間程前に学校に呼び出されて、課題
の進行状況を報告するということがありました。
　もう一つの原因は、目の前に複数の選択肢がある時に他
人の意見を聞くこともなく、自分の直感で選択をしてしま
うことです。例えば中学校に入学したばかりの頃に部活動
選択で、友達は色々な部活を見学した上で一番楽しそうと
いう理由でテニス部に入っていました。ですが私は、どこ
にも見学に行かず、小学校の頃からやっていたという理由
だけでバスケットボール部に入りました。その選択をした
結果、部活内には特に仲の良い友達はおらず、いつの間に
か孤立していました。そして、次第にやる気が失せていっ
て、３・４カ月程でやめてしまいました。その一方で毎日
テニス部で楽しそうに過ごしている友達の姿を見て、私は
何度も選択を後悔しました。なので、私の今までの人生を
満足していません。
　しかし、今は違います。能登川高校に入学してからは、
生徒会執行部として頼れる仲間達と様々な行事の運営や、
地域の方々と一緒にボランティア活動をすることに専念し、
協調性の大切さに気付きました。最近では、自分の直感に
選択を委ねず、私の友達の意見を尊重するように意識して
います。少しずつではありますが成長していると私自身、
強く感じています。
　ところで、私の将来についてですが、私はまだ将来の見

通しが立っていません。友達の中には既に就きたい仕事な
どの進路が決まっており、その進路に合った大学や専門学
校に行くために勉強を始めている人もいます。そのため、
内心かなり焦っています。正直、一日一日を乗り切るの
で、精一杯で将来のことなど、考えている余裕がありませ
ん。そんな中、この「青少年の主張」の作文を書くことを
機に、本格的にこれからの進路、そして将来就きたい仕事
について、しっかりと考えてみました。
　まず、私の将来について考えてみました。しかし、これ
といった仕事は思い浮かびませんでした。そこで、私が小
学校・中学校の頃に憧れていた仕事を思い出してみました。
例えば、鉄道の運転士や銀行員、教師などが出てきました。
なのでそこから更に選択肢を絞ろうとしましたが、今は、
そこまで絞る必要は無いと思いました。
　就きたい仕事が大方見つかったので、次はその仕事に就
くためにどのような大学に行くべきかを考えます。教師の
場合は、中学校や高校であれば教科ごとに免許が違うため、
どの大学に行っても、どの学部に入ろうと基本的に教師に
はなることができると分かりました。銀行員は、経済学分
野の知識を身に付けないといけないので、どの大学に進学
しても経済学部に行かなくてはいけないと分かりました。
鉄道の運転士は、資格を会社に入ってから取らないといけ
ないので、会社に入るためには、大学を卒業しなくてはい
けません。つまり、教師・銀行員・鉄道の運転士で迷って
いるのであれば、経済学部のある大学を志望しようと思い
ました。
　今はまだここまでしか将来を決めていません。それから
先、私の将来は全く考えられていません。
　私がこの「青年の主張」の作文を通して学んだことは、
後悔していることを考えるのに時間を使わず、後悔してい
る暇があれば、将来の私の為になる行動をしようと思った
ことです。
　今の私は、今までの人生の中で一番生き生きしていると
思います。なのでこの作文を機に、何事も一生懸命に努力
したいと思います。未来の私が、寄り良い人生を送れるよ
う「私、これからも頑張って！」

［ 順不同 ］

「滋賀県青少年育成県民会議顕彰 青少年指導者の部」 表彰

大橋  正徳 さん
青少年育成市民会議
能登川支部　顧問

　令和４年１１月１２日（土）彦根市みずほ文化センター
において、滋賀県青少年育成県民大会が開催され、青少
年の育成・指導に貢献された方々が表彰されました。
　大橋 正徳さん（種町）は、青少年育成市民会議能登川
支部　支部長として長きにわたり、「あいさつ運動」をは
じめ人と人とのつながりを大切に地域の子どもたちの健
全育成や安全安心のまちづくり大きく貢献されてこられ
ました。
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令和４年度「あいさつ運動」啓発ポスター入賞者
敬称略・順不同

２年生
大塚　あかり

２年生
松下　楓羽

２年生
横田　葵

１年生
森　翔太

３年生
井手　悠馬

１年生
横川　朱莉

１年生
西村　くるみ

２年生
伊藤　奏芽

２年生
上路　和華

２年生
清水　陽穂

２年生
上尾　海誠

２年生
織田　実里

３年生
新垣　稟菜

３年生
上林　ほたる

３年生
今村　咲花

２年生
中田　結梨

２年生
田井中　貴登

２年生
西村　菜花

２年生
山本　優衣

３年生
田井中 沙宵子

３年生
田井中　春日

３年生
堀内　聡

２年生
奥　彩香

３年生
津守　瀬里奈

３年生
三原　有理

３年生
小槻　知優

２年生
沢　菜乃葉

２年生
　下村　彩

１年生
久保田　悠楓

３年生
大　　悠陽

最 優 秀 賞

佳　作

入　選

優  秀  賞

［お問合せ］東近江市青少年育成市民会議　能登川支部  事務局（能登川コミュニティセンター内）TEL. 0748-42-3200　 IP. 050-5801-3200
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