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令和３年度「第４３回 少年の主張」佐賀県大会を開催しました

令和３年度「第４３回 少年の主張」佐賀県大会　最優秀賞作品

令和３年度収支予算・令和２年度収支決算

永年賛助会員のみなさまへ、感謝状を贈呈しました

令和３年度 『ひまわり講座』を募集しています

賛助会員を募集しています

県民会議の今後の主な行事予定

令和３年度「第４３回 少年の主張」佐賀県大会を開催しました

▲少年の主張発表者と司会者のみなさん

▲ 表彰式　　　　　

▲ 審査風景
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　今年も、新型コロナウイルスの感染拡大で開催が危ぶまれましたが、

来場者数の制限やプログラムの一部を変更する等の感染防止策を講

じて、８月２９日 (日)に佐賀市のアバンセホールにて開催しました。

　県内１４校で３０２名の学校内応募があり、うち４８名が県民会議

に推薦されました。７月２８日(水 )、４名の審査委員による予選審査

を行い、選出された１０名が佐賀県大会に出場しました。

　最優秀賞には太良町立 多良中学校３年の酒邊 陽菜 (さかべ ひな )さ

んが受賞されました。【※酒邊さんの作品を２ページに掲載しています】

　大会の最後に審査委員長より「自分という存在を知ってほしいという切実な思いや、それと同じくらい大きな不安、Ｓ

ＮＳに心ない誹謗中傷の言葉があふれる中、周囲と共感を持ってわかり合えるにはどうしたらいいのかという悩み、ボ

ランティアやエコ活動で社会に貢献したいという熱い思いなどが、飾らない素直な言葉で伝わってきました。中学生の皆

さんが世の中の動きからや日々の生活の中で敏感に感じていること、考えていることを、しっかりとした自分の言葉で

発表する姿に、ただただ感心するばかりでした。」との講評がありました。

最優秀賞 太良町立 多良中学校 酒邊 陽菜 私は私、これからも3

多久市立 東原庠舎 東部校 野田 祐真 未成年の私たちにできるボランティア9(3)

佐賀市立 金泉中学校 加藤 菜摘 一人の「分かる」は皆の「分かる」1

佐賀県立 盲学校 小林 神誓 「あなたはシチメンソウという植物を知っていますか」3

佐賀県立 ろう学校 竹下　仁 「相手のことを知るということ」3

佐賀清和中学校 小寺 杏弥 エコバックって本当にエコ？3

佐賀清和中学校 古村 恵楓 共感を求める社会3

佐賀県立 ろう学校 坂口 元絆 「障がいを持っている僕」2

龍谷中学校 古川 美月 食べ物3

成穎中学校 番場 由衣 「物の扱い方」から学ぶこと3

学 年 題　名氏　名出 場 学 校 名

優秀賞

優秀賞

優良賞

優良賞

優良賞

優良賞

優良賞

優良賞

優良賞

「今、私たちにできること」
中学生が率直な思い、意見を発表しました。

「今、私たちにできること」
中学生が率直な思い、意見を発表しました。

令和３年度「第４３回 少年の主張」佐賀県大会を開催しました

令和３年度　少年の主張佐賀県大会出場者令和３年度　少年の主張佐賀県大会出場者
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私は私、これからも
太良町立多良中学校　３年　酒邊　陽菜

　「ありのままの自分でいること」は難しい。でも私はありのままの自分でいたいと思っている。
　私は前髪が白くその他の部分は黒髪である。なぜそうなったかはわからない。わかっているの
はこれからも前髪は白いままということだけだ。今までは週に一度、白い部分を黒く染めていた。
当たり前だった染めること。それをやめたのは、染めていることを知った友人からの一言がきっ
かけだった。

「前髪、染めなくてもいいんじゃない。黒と白の二色ってかっこいいと思う。」
そのとき、急に目の前が開けた気がした。別に染めなくても、私は私であることに変わりはない。
しかも彼女はかっこいいと言ってくれた。嬉しかったというよりも、染めない、という選択肢があ
ることに私は驚いていた。
　それから私は前髪を染めることをやめた。実は髪を染める度に自分が自分ではなくなっていく
ような気がしていたからだ。しかしそれは自分が思っているほど簡単ではなかった。
　まず、周りの人の反応が様々だった。いいね、と言ってくれた人もいる。周りの黒髪の人と違っ
て変だ、と言った人もいる。私は私のままでいるだけなのになぜ私を責めるようなことを言うの
だと、そんな人々を恨めしく思っていた。少し時間が経った今ではその人たちの言い分も少し理
解できる。私がわざと髪を白くしていると誤解されたり、髪の色のせいでトラブルが起きたりし
ないか心配して言ってくれた人もいたはずだ。でもそれは違うのではないだろうか。この世界の人
は、全員が違う人であって一人として同じ人はいない。視力が悪くて眼鏡をかけている人もいれば
背が高い人、低い人もいる。私は、たまたま髪の一部が白くて他が黒いだけだ。なんら変わらな
い、一人の人間だ。それを髪の色が違うからトラブルが起きると考えられるのは少し悲しい。
　最近、ニュースでよくブラック校則について取り上げられている。髪が少し茶色だから地毛証
明書を提出させる学校もあるらしい。私の学校ではそんなものはなく、特別に何かあることはな
い。染めるも染めないも私の意思に任せてもらっている。日本人の髪は黒でなければならない、
という考えは、偏見だ。偏見に基づいた校則はおかしい。だから、世の中でそんな校則をなくそう
とする運動が起こってきている。私はこの変化が頭髪で悩む人たちの、希望の光になればいいな
と思う。黒髪でいなければならないことなんて一つもない。でも自分のままでいるためには大き
な一歩を踏み出さなければならない。そのときに大きな不安が自分の上にのしかかる。何を言わ
れるのか、受け入れられないのではないか、否定されるのではないか。手さぐりで真っ暗な中か
ら何が正しいのかを見つけ出さなければならないのかもしれない。そんなとき、そばに誰かがい
てくれると思うだけで強くなれる。自分の全てを受け入れてくれる人が一人でもいることはとても
心強く、その人がいることで頑張ろうと思える。私を理解してくれる人、みんなが違うのだからそ
のままの私でいてほしいと思ってくれる人。そんな人たちに救われる。全ての人々がこのように偏
見の心をなくして、本当にありのままに暮らせるようになる日は来るのだろうか。みんなが手をと
り合って堂 と々自分のままで暮らせたらどんなにすばらしいか。そのために私はこの髪のまま生
きる。人は髪の色で判断されないことを堂 と々していることで示したい。そして私はそっと誰かを
支えてあげられるようなあたたかな存在になりたい。私の背中を押してくれた友人のように。
　私の奮闘はまだまだ続く。

さかべ  　　　ひな

第４３回 少年の主張佐賀県大会　最優秀賞

私は私、これからも
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【令和３年度収支予算・令和２年度収支決算】

◎収入の部 ◎支出の部 ※単位：円

一般会計

項　　目

補　助　金

委　託　金

会　　　費

寄　付　金

雑　収　入

繰　越　金

Ｒ３予算額 Ｒ２決算額

活動人件費
活動法定福利費
その他（郵便料金、ネット使用料、旅費等）
給料手当
法定福利費
その他（郵便料金、ネット使用料、旅費等）

子ども・若者育成支推進サポーター研修会
子ども・若者育成支推進サポーター・指導者研修
顕彰事業

市町民会議との連携（賛助金の交付）
永年賛助会員に対する感謝状の贈呈

予備費

特別会計操出金

広報啓発活動（「青少年さが」発行）

子ども・若者育成支援県民大会
地域環境点検活動
有害環境対策推進（飲酒、薬物防止）
有害情報対策推進（ひまわり講座）

少年の主張佐賀県大会
「わたしの夢・僕の夢」絵画コンクール
新春読書感想文コンクール

2,131,000
321,000
398,000

533,000
80,000
99,000

165,000
198,000
117,000

491,000
83,000

965,000

500,000

316,000

542,000
132,000
14,000

122,000

633,000
185,000
22,000

1,866,883
19,702

181,311

466,721
4,926

79,130

67,243

162,795)

389,010
37,248

400,000

0

229,377

243,307
110,506

9,590
128,074

539,468
150,198
20,380

8,047,000 7,541,934

2,436,000 2,497,658

特別会計繰入金 260,000 0

1,000 20

1,000 0

1,600,000 1,558,256

500,000 500,000

3,249,000 2,986,000

合　　計

項　　目 Ｒ３予算額 Ｒ２決算額

8,047,000 5,105,869合　　計

◎収入の部 ◎支出の部 ※単位：円

特別会計（地域WAON寄付金事業〈子どもたちの体験活動（「志」taiken）支援事業〉）

項　　目 Ｒ３予算額 Ｒ２決算額 項　　目 Ｒ３予算額 Ｒ２決算額
県補助金

一般会計繰入金

雑収入

繰越金

2,300,000

0

0

326,000

2,300,000

0

10

290,058

2,300,000

326,000

1,975,969

288,250

2,626,000 2,264,219

子どもたちの体験活動［「志」taiken］支援事業

県補助金返還金

2,626,000 2,590,068合　　計 合　　計

◎収入の部 ◎支出の部 ※単位：円

特別会計（佐賀県青少年を取り巻く有害環境対策推進事業）

項　　目 Ｒ３予算額 Ｒ２決算額 項　　目 Ｒ３予算額 Ｒ２決算額
県補助金

委託金

一般会計繰入金

繰越金

107,000

808,000

0

261,000

107,000

0

400,000

663,256

915,000

0

247,112

662,656

261,000 0

1,176,000 909,768

有害情報対策実行委員会開催
セミナーの開催

返還金

一般会計操出金

1,176,000 1,170,256合　　計 合　　計
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佐賀県青少年育成県民会議 事務局
〒840-8570  佐賀市城内1-1-59  佐賀県こども未来課内
■TEL：0952-25-7350           ■FAX：0952-25-7339

■e-mail：kenminkaigi@b2.bunbun.ne.jp

http://www3.bunbun.ne.jp/~kenminkaigi/
ホ ー ム ペ ー ジ

賛助会員を
募集しています

　佐賀県青少年育成県民会議は、広く県民の皆様のご理解の

もと、明日の佐賀県を担う心身ともに健やかな青少年を育成

することを目的に昭和４１年１０月に結成され、今年で５５年を

迎えます。これからも、より一層の青少年の育成と青少年に

とってより良い環境づくりを目指して取り組んでまいります。

　この趣旨に御賛同いただき、賛助会員に御加入をお願いし

ます。加入の申込は随時受け付けておりますので、県民会議事

務局までお問い合わせください。

個人
（1口） 2,000円

10,000円

佐賀県青少年育成県民会議
ゆうちょ銀行
０１７４０－７－８４５００

2,000円

10,000円

佐賀県青少年育成県民会議
ゆうちょ銀行
０１７４０－７－８４５００

団体
（1口）

　佐賀県青少年育成県民会議は、広く県民の皆様のご理解の

もと、明日の佐賀県を担う心身ともに健やかな青少年を育成

することを目的に昭和４１年１０月に結成され、今年で５５年を

迎えます。これからも、より一層の青少年の育成と青少年に

とってより良い環境づくりを目指して取り組んでまいります。

　この趣旨に御賛同いただき、賛助会員に御加入をお願いし

ます。加入の申込は随時受け付けておりますので、県民会議事

務局までお問い合わせください。

県民会議の
今後の

主な行事予定

事　業　名 開　催　日　時 場　　　　所

令和3年度
「ひまわり講座」を募集しています

　子どもたちがインターネット等でのトラブルに巻き込まれるのを未然に防ぐため、佐賀県

青少年育成県民会議では情報モラル出前講座「ひまわり講座」を開催しています。

　ご希望があれば随時ご相談に応じていますので、まずは県民会議事務局までご連絡くだ

さい。

受　講　対　象　者 小・中学生、保護者、教職員、青少年育成団体など

永年の援助・ご協力ありがとうございます
永年賛助会員のみなさまへ、感謝状を贈呈しました

　これまで長い期間、賛助会員として特別の御援助、御協力をいただいた企業7 社、団体 6、個人 1 名

に対し、佐賀県青少年育成県民会議永年賛助会員感謝状贈呈要綱に基づき、感謝状を贈呈しました。

株式会社 鑑定ソリュート佐賀 様

企業・団体名

佐賀市

佐賀県酒類販売 株式会社 様 佐賀市

宮島醤油 株式会社 様 唐津市

江見製袋 株式会社 様 鳥栖市

合資会社 今右衛門 様 有田町

有田町民生委員・児童委員協議会 様 有田町

市町

株式会社 森光商店 様

企業・団体名

学校法人 佐賀龍谷学園 様

鳥栖市

株式会社 兼茂 様 鹿島市

医療法人 耕雲会  白石保養院 様 白石町

佐賀市役所 栄の会 様 佐賀市

佐賀県 小中学校校長会 様 佐賀市

学校法人 佐賀清和学園 様 佐賀市

佐賀市

市町

西村　孝敏 様

氏　名

佐賀市

市町
◆ 企業･団体（30年以上） ◆ 企業･団体（20年以上） ◆ 個人（15年以上）

令和３年 １１月２３日（火・祝）

　　　　　　　      １３：３０～１６：0０
佐賀市立 東与賀文化ホール

佐賀県庁１F 県民ホール

令和３年度
子ども・若者育成支援県民大会

令和３年度
『わたしの夢・ぼくの夢』
        絵画コンクール　作品展

【前期】

令和４年 ２月７日（月）～２月１０日（木）

【後期】

令和４年 ２月１５日（火）～２月１8日（金） 

永年の援助・ご協力ありがとうございます
永年賛助会員のみなさまへ、感謝状を贈呈しました


