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「ありがとう」　笑顔になれる　その言葉

【優 秀 賞】
「いつもいっしょ」
緑小　４年　白川 琉莉

【最優秀賞】

「楽しいお話タイム」
上沖小　３年　髙岡 真悠

青少年育成埼玉県民会議ポスターコンクール入選
【優 秀 賞】

「大切な家族」
川辺小　４年　清水 麻由郁

【優 秀 賞】
「家族の笑顔を大切に」
武里南小　４年　末川 瑞季

【優 秀 賞】
「おにわでＢＢＱ」
武里小　１年　片桐 彩菜

忙しい毎日の生活の中では、家族みんなが
ふれあう機会も薄れがちです。そこで、家族みんなが
温かくふれあう日として、埼玉県では毎月第３日曜日を
「家庭の日」としています。

【優 秀 賞】
「帰り途中の母と子」
春日部南中　２年
小笠 莉子

令和３年度 青少年育成春日部市民会議

「家庭の日」ポスターコンクール

青少年育成春日部市民会議だより



活躍する青少年の表彰  

あいさつは　仲が深まる　いい言葉

　「少年の主張」作文コンクール・「家庭の日」ポスターコンクールで入賞した児童、生徒を代表し、正善小学校
５年生、間中玖紅菜さんへの表彰状と記念品の贈呈や、ご本人による受賞作文朗読の様子をＹｏｕＴｕｂｅで動画
配信しました。（環境浄化活動講演会と同時配信）
　各コンクール共に、市民会議選考会上位６作品を、県大会に応募しました。なお、作文集と、ポスター作品（表
紙６作品ほか全２１作品）をカラーでホームページに掲載しています。是非、ご覧ください。
（ホームページのＵＲＬ、ＱＲコードは裏面参照）

 

「男女平等」わたしのぎ問
春日部市立正善小学校　5年　間中　玖紅菜　　

「男子なんだから、女子に負けるな。」
スイミングで競争する時、男子がよく言われます。そし
て、わたしの方が勝つと、
「女子に負けてくやしくないのか。」
と言われます。わたしは、「男子は、女子より速くない
といけないのかな。男子だって女子だって、一生けん命
泳いだ結果には変わりないのに。」と不思議な気持ちに
なりました。また、ほかの場面で「男のくせに」「女の
くせに」という言葉も耳にします。わたしは、「男子だ
から、女子だからと差別するのはおかしい。」と思って
いました。
　わたしの母がシングルになった時です。父がいないの
で当然なのですが、重い荷物を持ったり、夜おそくまで
働いたり、むずかしい屋根の雨もりを修理したり、地域
の役員会にも参加していました。他の家では、お父さん
がしていることを、母はふ通にこなしていました。こん
な母を見て、「やらなければならないことは、男性とか
女性とか関係ない。」と思い、男女で差をつけることに
反対する気持ちが強くなりました。
　そんな時、母が再こんし、わたしに新しい父ができま
した。二人を見ていると、それぞれ得意なことや不得意
なことがあって、それをおたがいにおぎないあっている
ことに気が付きました。母がお腹に赤ちゃんを宿してか
らは、母には、できないことがふえました。お腹の中の

赤ちゃんを守るためにいろいろなことに気を付けながら
生活するため、今まで通りの行動ができなくなりました。
父は母の体調を見守りながら、母を手伝い、当たり前の
ように食事の準備やそうじ洗たくをしてくれます。わた
しは、「お母さん役、お父さん役」と仕事を分けるので
はなく、「できる人がやればいいんだ。やるべきことに
男女の差はない。男女平等。」と改めて思いました。
　しかし、女性である母にしかできないことがあります。
それは、赤ちゃんをお腹の中で育てることです。生まれ
てきた赤ちゃんを育てることは、男性にもできますが、
赤ちゃんを産むことはできません。「男女平等」とは言
っても、できること・できないことがあり、これは差別
とはちがうということに気が付きました。では、「男女
平等」ってどういうことでしょう。男性・女性の差をつ
けないことですが、おたがいが助け合い、相手を大切に
思うことで、おだやかな気持ちで円満に過ごし、相手を
思いやることで、どちらが上とか下とかもなくなること
ではないでしょうか。このことは、男性・女性だけの問
題ではなく、人と人との関わりの中で、とても大切なこ
とだと思います。わたしは、「おたがいにそん重し合い、
協力し合うことが、『平等』につながる。」と考えました。
　これからの未来は、男女平等は当たり前になっていて、
おたがいの特性をそん重し合う社会になっていってほし
いと思います。男女関係なく、人として、共に生きる仲
間として、思いやりをもって接していくことで、やさし
さや温かい気持ちに包まれた世界が広がっていくことで
しょう。わたしは、いろいろな人と関わる中で、その人
の特性を理解し、そん重し、助け合っていきたいと思い
ます。

令和３年度「少年の主張」作文コンクール
市民会議選考会最優秀賞･青少年育成埼玉県民会議会長賞

　【最優秀作文の紹介】

優 秀 賞

優 秀 賞

優 秀 賞

（備後小６年）

（中野小６年）

（葛飾中 3年）

青木ムアーズ

中 村 愛 瑠

野口 優里奈

日本人イスラムに生まれて

「将来の夢は私の大好きなこと」

当たり前の陰にかくれた大切なもの

令和3年度「少年の主張」作文コンクール　市民会議選考結果
最優秀賞

優 秀 賞

優 秀 賞

（正善小 5年）

（武里小６年）

（春日部中２年）

間中 玖紅菜

相 澤 心 花

渕 川 美 結

「男女平等」わたしのぎ問

「感謝やお礼の言葉は大切に。」

支えとなることば



読み聞かせ公演会 R3.11.27

親子サイエンスショー R3.12.19

講演会動画撮影の様子

見守ろう　未来へ続く　我が子の心

　「オンラインゲーム依存の予防について」と題し、特定非営利活動法人ＡＳＫ認定依存症予防教育アドバイザー
の三森みさ先生にご講演いただきました。
　「ゲーム＝悪」ではない、ということを念頭に、ゲーム依存の仕組みや、まわりの大人（家族）の対応について、
ゲーム依存の当事者でもある講師の体験談を交えた講演となりました。
　ゲームにのめりこむ状態の裏には、悩みやストレスからの逃避が隠
れている場合がある。ゲームを取り上げたり、頭ごなしに叱るのでは
なく、会話を増やし、子どもの好きなもの、大切にしているものを理
解し、困りごとが見つかったらサポートすることが大切というお話が
印象的でした。
　今回は、動画配信で講演会を開催しました。会場開催ではなかなか
参加が難しいＰＴＡや学校関係者の方々にも多くご視聴いただき、
「ゲーム依存の子ども達へのアプローチ方法がよく分かった」等の感
想が寄せられました。

公演会の様子

　『どうぶつしんちょうそくてい』や、『あいたい あいたい あいう
えお』の著者で、人気読み聞かせ師の聞かせ屋。けいたろう先生をお
招きし、未就学児を対象に、「聞かせ屋。けいたろう先生の親子で楽
しむおはなし会」を武里市民センターにて開催しました。「♪始まる
よったら始まるよ～♪」先生の軽快な歌とウクレレで幕を開けたお話
し会に、子ども達はたちまち夢中に。保護者の皆さんも笑顔にあふれ、
秋の終わりの和やかなひとときを過ごしました。
　読み聞かせによる親子のふれあいは子どもの心の安定につながると
言われています。この会をきっかけに家庭での読み聞かせの機会が少
しでも増えてくれると嬉しく思います。

空気砲の実験の様子

　東京大学サイエンスコミュニケーションサークルＣＡＳＴの皆さん
をお迎えし、「親子サイエンスショー～サンタさんと怪盗の科学対決
～」を開催しました。怪盗にプレゼントを盗まれてしまったサンタさ
んが、プレゼントを取り戻しに行く道中で様々な実験を披露する・・
というストーリー仕立ての実験ショーです。客席を巻き込んだ大掛か
りな空気砲の実験や、偏光板を使った光の実験を子ども達が実際に体
験するなど、楽しくて勉強になる内容でした。
　この事業は、親子の体験活動の機会の創出を目的に、春日部市青少
年育成推進員協議会・ＰＴＡ連合会・春日部法人会と連携し、春日部
市教育委員会と共催で行っています。

環境浄化活動講演会 R4.1.20 ～ 1.30



わたしたちは市民会議に参加しています。（正会員）

わたしたちは市民会議を応援しています。（賛助会員）

手をのばそう　あの子たちも　我が子供

○粕壁地区自治会連合会
○内牧地区自治会連合会
○豊春地区自治会連合会
○武里地区自治会連合会
○幸松地区自治会連合会
○豊野地区自治会連合会
○武里団地５街区町会
○庄和地区自治会連合会
○春日部中学校区青少年を育てる会
○みどり中学区少年を守る会
○幸松地区少年を守る会
○豊野地区少年育成会
○ＮＰＯ法人春日部教育フォーラム
○個人　２1名

○春日部市青少年育成推進員協議会
○春日部市青少年相談員協議会
○春日部市子ども会育成連絡協議会
○春日部ボーイスカウト連絡協議会
○春日部市ガールスカウト連絡会
○春日部市スポーツ少年団本部
○春日部市民生委員・児童委員協議会
○春日部地区保護司会春日部支部
○春日部地区更生保護女性会
○春日部市レクリエーション協会
○春日部市スポーツ協会
○(社福)春日部市社会福祉協議会
○春日部市いきいきクラブ連合会
○春日部市小学校長会

○春日部市中学校長会
○春日部市ＰＴＡ連合会
○春日部市連合婦人会
○春日部商工会議所
○(公社)春日部青年会議所
○春日部市文化連合会
○南彩農業協同組合
○春日部おやこ劇場
○よいこと運動をすすめる会
○家庭倫理の会春日部東
○自然食の店あべ
○(有)ニューバックミウラ

○昭和建設(株)
○大恒建設(株)
○(株)千葉工業
○(株)中野組
○春日部市建築十日会
○共栄衛生(有)
○春日部市建設業安全協力会
○春日部環境衛生事業協同組合

○春日部小売酒販組合春日部支部
○春日部たばこ小売人会
○春日部ロータリークラブ
○春日部西ロータリークラブ
○春日部南ロータリークラブ
○春日部イブニングロータリークラブ
○埼玉県書店商業組合春日部支部
○(株)イトーヨーカドー春日部店

○春日部市商業協同組合
○春日部市商店会連合会
○(一社)春日部市観光協会
○川口信用金庫一ノ割支店
○春日部市吟道連盟
○(有)油勘
○STACK株式会社
○個人　4名

　青少年のいじめ・非行防止への
意識向上を目的に、夏休み期間に
合わせてキャンペーンを実施し
ました。
啓発品の花の種（ポピー）は春に
花を咲かせます。開花が楽しみ
ですね。

かすかべ郷土かるた大会の中止について非行防止キャンペーン
　令和３年秋期に予定されていたかすかべ郷土かる
た大会は、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、
参加者及び関係者の安心安全を最優先に考え、中止
となりました。楽しみにしている子ども達が大勢い
る中で、２年連続の中止となってしまいました。今
後については、共催の春日部市・春日部市教育委員
会と検討してまいります。

　青少年育成春日部市民会議は、次代を担う青少年
の健全育成を市民が主体となって推進するため様々
な団体、個人が協力して事業の企画・運営を行って
おります。詳しくは事務局（市こども政策課℡048-
736-1111内線2573）へお問い合わせください。

○年会費
　法人会員、個人会員、個人賛助会員　1口1,000円
　法人賛助会員　　　　　　　　　　 1口2,000円

ホームページ 会員募集中
　活動報告や各コンクール入賞作品などを掲載して
おります。
　下記URL、またはQRコードから是非ご覧ください。
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【活動報告】

https://genki365.
net/gnkk23/myp
age/index.php?
gid=G0000271

「少年の主張」
作文コンクール

http://genki365.
net/gnkk23/pub/
sheet.php?id=3
0763

「家庭の日」
ポスターコンクール

http://genki365.
net/gnkk23/pub/
sheet.php?id=3
0758

【 】 【 】


