
地域で輝く中高生
市民運動会スタッフ（10/11㊐）

厚見・インリーダー研修 長森南・夢生き生き文化フェスティバル

長森東・夢づくりふれあいフェスタ 岐阜・ふれあいウォーク

先輩からのうれしい応援メッセージ…。受験生のみなさんが自分の
夢を実現されることを「いのくっち」もお祈りしています！

　長森中学校の10名のみなさんが、自分から希望して集ま
りました。放送・審判・決勝・
器具・進行の役を引き受け、地
域の方に見守られる中で一生懸
命活動していました。さりげな
く手助けする地域の方が、「中
学生のみなさんが本当によく
やってくれる」と笑顔で話され
る姿が印象的でした。

市民運動会スタッフ（10/11㊐）
　陽南中学校の吹奏楽部がオープニングファンファーレを
演奏する中で運動会がスタート。
スタッフとしても40名をこえ
るみなさんが、前日に作成した
役割分担表に従って、器具・放
送・招集・決勝審判・バザー販
売など、所せましと動き回って
いました。

市民運動会スタッフ（10/11㊐）
　明郷中学校から約20名のみなさんがスタッフとして参
加していました。地域の方と同
じ役員の帽子をかぶって招集・
誘導・賞品などの役割に取り組
んでいました。「運動会を盛り
上げたい！」という思いを地域
の役員と中学生が共有している、
そんな感じが伝わってきました。

夢づくりふれあいフェス（11/1㊐）
　藍川中学校の茶華道部とボランティアスタッフ55名が
参加した地域フェスティバル。
自分たちが小学校の時に経験し
ていることもあり、コーナーの
担当者として対応するだけでな
く、空いた時間を見つけて自分
たちもフェスティバルを楽しむ
余裕もありました。

市民運動会スタッフ（10/11㊐）
　市民運動会ボランティアスタッフの存在を知っていて自
らの意志で申し込んだ長森南中
学校のみなさんがいっぱい。放
送・審判・器具・進行など、一
緒に担当した地域の大人の方か
らは「中学生に任せて安心」と
全幅の信頼を得ていました。
「信頼される中学生」ってすご
いことですね。

市民運動会スタッフ（10/4㊐）
　境川中学校の学級や部活の仲間同士で誘い合って参加し
たり、同じくスタッフとして活
動している大学生の姿にあこが
れて参加したり、きっかけはい
ろいろですが、たくさんの世代
が集まって運動会を盛り上げよ
うとする気持ちは同じ。賞品係
や放送係、器具係として活躍し
ました。

市民運動会スタッフ（10/11㊐）
　藍川東中学校から参加した21名のうちほとんどが、小
学校時代に市民運動会で活躍す
る中学生の姿にあこがれて応募
したそうです。放送・審判・記
録・器具・進行など、さまざま
な役割に分かれて自分の分担に
取り組んでいました。

市民運動会スタッフ（10/11㊐）

取材中にお会いした
地域のおじさんからの一言

　自治会長さんが「早田の行事の主役は中学生」と言われ
ることもうなずける、60名を
こえる伊奈波中学校のみなさん
がスタッフ参加していました。
「去年もやったし、また来年も
絶対やるよ！」という元気いっ
ぱいの声を中学生から聞くこと
ができました。

岐阜小フェスタ（10/31㊏）
　約50名の伊奈波中学校のみなさんが2班に分かれて、地
域を歩いて巡るウォークラリー
のポイントに立って問題を出題
したり、小学生や地域の方と一
緒にウォークラリーに参加した
りしました。「人のためになる
活動に参加したかった」という
たのもしい声が聞けました。

夢ふれあい広場（10/24㊏）
　岐北中学校の1～3年生までの37名のみなさんが参加した
当日。大人も参加する事前の計
画会（2回）にも中学生代表者2
名が参加して、内容や分担など
について相談しました。当日は、
ストラックアウト、フリースロー、
輪投げなど、たくさんのコー
ナー運営をがんばりました。

児童センター秋祭り（10/17㊏）
　地元にある児童センターから中学校を通じて依頼があっ
たイベントへのスタッフ参加。
東長良中学校の10名だけでな
く、中学校を卒業した高校生も
参加していました。大声コンテ
ストや輪投げ、宝探しなどたく
さんのコーナーを任されてがん
ばっていました。

夢づくりふれあいフェス（11/1㊐）
　長森中学校から26名のみなさんがスタッフとして参加し
ました。小学校時代の自分たち
の経験から、中学生になったら
コーナー運営をしたいという願
いをもつようになったというこ
とです。これが「伝統」という
ものなんだろうなと感じました。

　シニアリーダーとジュニアリーダーの皆
さんに体をつかったゲームを教えてもらい
ました。初めて知ったゲームもあり、みんな
で汗をかきながら、楽しく活動をしました。

　「手花火つくり」では、長森南の伝統で
ある手力火祭りを今まで知らなかった面
から知ることができました。

　10の活動場所があり、みんなで楽しむこ
とができました。特にスライムづくりが人気
で、たくさんのお客さんが集まりました。

　校区にある裁判所や市役所等を班でま
わりました。裁判所では裁判官の黒い服を
着ることができました。貴重な体験でした。

特集

　受験生にとっては志望校に合格するという結
果が大事だが、それよりも目標に向かって努力す

るということが、より大切
だと思います。
　「いろんなことを我慢し
て受験勉強をする」こと
は、やっている途中は苦し
いが、大人になったらそう
いう機会はなかなかない
し、できるのは今しかない
ので、とにかく、悔いのな
いようにがんばって欲しい
と思います。

平成20年度の相談状況
(主なもの）

電話をうける相談員

岐阜市教育委員会　少年センター

がんばれ！
　高等学校や中学校の受験を間近にひかえた中学校3年生、そして小学校6年生のみなさん。そろそろ追い込
みの時期になりましたね。輝く将来の自分のために、今できることを考えて、精一杯がんばってみえることと思
います。
　そんな君たちに、各方面で活躍する岐阜市出身の先輩のみなさんから「応援メッセージ」をいただきました。

　受験するみなさん、勉強大変だと思います。受
験なんてなかったらと思っている人も多いでしょ
う。僕は、東京に住んでいるんですが、娘は幼稚園
から受験しました。娘は無事合格しましたが、ぼく

は、大学受験を２度失敗し
ています。今思えば、失敗し
て学ぶことも多かったと思
います。合格するにこした
ことはないのですが、失敗
してもほんの少しの回り道
です。今ある力を90％出せ
るように、受験の日に風邪
をひかないようにがんばっ
てください。

　今みなさんは日々厳しい
競争に追われ、毎日が苦し
く嫌になることも多いと思
います。
 しかし、今この時を頑張っ
た力は、絶対無駄にならな
いし、将来自らを助ける力と
なります。
 だからこそ、毎日を大切に
頑張ってください。

　中三のお正月、神頼みとばかり、わたしは友だ
ち数人と朝早くから伊奈波神社に初詣でに行き

ました。わたしのひいたお
みくじはなんと！「大凶」。
友だちもわたしも大爆笑！
　もう笑うしかありません
でした。だけど何とか高校
に合格。みんなもどうかい
ろんなこと笑い飛ばしなが
らがんばってね。
　笑うとね、免疫力も高ま
るんだって！

　受験生のみんな、こんにちは。ミュージシャン
の万照さんです。実は私、大学受験に失敗してい
ます…（涙）。
　高校からはじめたサックスをもっと勉強するた
めに東京のJAZZの専門学校へ行くか、普通に大
学に行って普通のサラリーマンになるか、高校3
年生の時は迷っていました。でも、受験に失敗し

た事でミュージシャンになる
決心がつきました…「これは
神様がミュージシャンにな
れっ！って言ってるんだ!!」っ
て。もし希望校へ行けなくて
も、そこから何かが生まれる
事っていっぱいあります。
「今その状況で一生懸命！」
今でも私の座右の銘です。

　受験を控えて一番大変な時期だと思いますが、
今一度自分自身の将来や夢などじっくり見つめ直
してみてください。中学や高校はこれからの人生
を左右するほど、たくさんの人々との出会いがあ
り、また知識も身につけるなど、自分の人生の中
でもすごく貴重な時期になると思います。

　私は鵜匠の家に長男とし
て生まれ、将来父親の後を
継ぐ事が決まっていたの
で、受験の時期は深く考え
ていませんでした。でも貴
重な時期を過ごせたこと
は、今でも私の財産です。
みなさんもじっくり考えて、
ぜひがんばってください！

　何ごとも志をもつことから始まります。人生90年。
人類の歴史からみれば、ほんの一瞬でしかないが自
分にとってはかけがえのない大切な人生。自分史に何
を残すか？高い志をもち、その実現のため受験を乗り
越えてください。

　初めて登る山は高く見え
るけど、来年の今頃になっ
て振り返ると、その山は眼
下に見えている。その連続
が生きていくということ。
がんばればそれだけの貴重
な経験が得ることができ、
それが次のチャレンジに必
ず役に立つ。がんばってくだ
さい。
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和田 一浩さん

山田 貴敏さん

冨成 慎司さん
いずみ 凜さん

杉山 秀二さん

細江 茂光さん

野々田 万照さん

日比野 克彦さん

受験生！！

日野 加納西

明徳

岩

長森南

柳津

芥見東

早田

岐阜

西郷

長良 長森東

最近は小学生だけじゃなくて、中学生がいろいろなイベントで
一緒に参加してくれとるでええなぁ！これからも一緒にたのむな！

中高生のみなさん
頼りにされてますね！

いきいき！インリーダーいきいき！インリーダー

プロ野球選手
（中日ドラゴンズ）

漫画家

脚本家

宮内庁式部職鵜匠

岐阜市長

　大好きなマジックをやめて受験勉強しました。
つらかったです。
　あの「合格の日に見た桜」以上に美しい桜をい

まだかつて見たことがあり
ません。
　苦しんでつかんだ者にしか
味わうことのできない喜び。
　ぜひ、君にも辿り着いて欲
しい……。
　私からみなさんに贈ります。

ハンド・パワー! !

Mr.マリックさん 超魔術師

ミュージシャン

アーティスト

楽しんでいます！子ども会！！楽しんでいます！子ども会！！楽しんでいます！子ども会！！

誘導係

プロサッカー選手
（FC岐阜）


