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毎月第3日曜日は、ふれあい育む家庭の日�

新しい「つぎつぎカード」�

賛 助 会 員 の 皆 様 へ ～財団の統合再編および栃木県青少年育成県民会議について～

賛助会員の皆様には、日頃から、青少年の健全育成に向けた当財団の様々な事業に、御理解御協力をいただき、深く感

謝申し上げます。

さて、これまでもお知らせしたとおり、来月１日（金）をもって、「とちぎ青少年こども財団」は「とちぎ生涯学習文

化財団」と合併し、「とちぎ未来づくり財団」として新たに発足いたします。これは、近年の社会情勢の変化の中で、安

定・継続した財団運営を行っていくという要請に的確に対応するため、県議会からの提言と、それを受けた県の方針に基

づき、様々な観点から検討を重ねた結果です。合併によって、財政基盤の安定した新たな体制を構築し、両財団が培って

きた知識と経験、さらに「栃木県総合文化センター」、「わくわくグランディ科学ランド」、「とちぎ海浜自然の家」などの

施設を生かしながら、新たな事業展開を図ることができ、なお一層、子ども及び青少年の健全育成や福祉の増進、県民文

化の振興等へ寄与していくことが期待されることとなりました。

新財団の発足に伴い、今までの「青少年育成担当」は「青少年育成課」と名称を変更しますが、今後は「栃木県青少年

育成県民会議」の事務局として、「県民会議」の文言をさらに前面に出しながら、青少年の健全育成を図る事業を展開し

ていきますので、引き続き、御指導御支援の程、よろしくお願いいたします。

｢栃木県青少年育成県民会議｣の流れ
「栃木県青少年育成県民会議」は、昭和43年2月17日に任意団体と

して発足し、青少年の健全育成に関わる県民運動を展開してきました。

平成6年には「（財）栃木県青少年育成県民会議」として法人化され、

さらに平成12年度には、「（財）栃木県文化振興事業団」及び「（財）栃

木県生涯学習振興財団」が行っていた施設管理運営業務の一部を引き継

ぎ、県民会議を母体として再編統合し「（財）とちぎ青少年こども財団」

となり、現在に至っています。

「県民会議」は、広く県民の総意を結集し、県の施策と呼応して、次

代の栃木県を担う青少年の健全な育成を図ることを目的とし、「青少年

育成市町村民会議」や市町関係行政機関並びに青少年の健全育成を図る

諸団体と緊密な連携を図りながら、様々な事業を展開していきます。

新住所＆電話番号

〒320-8530 栃木県宇都宮市本町1-8 栃木県総合文化センター内
(財)とちぎ未来づくり財団本部事務局青少年育成課
（栃木県青少年育成県民会議）
TEL 028(643)1005 FAX 028(650)5284

［栃木県青少年育成県民会議旗］
昭和43年に県民会議が結成された際に

デザインされたものです。
これは、寒い冬に芽生え、踏みつけられ

ながら太陽に向かって伸びる麦に、青少年
のイメージを重ねてデザインされたもので
す。横に栃木県の県章が配置されています。
未来のある青少年を、大人や地域の善意を
結集して、たくましく育てたいという願い
と、地域や日本、地球を青少年も大人も一
緒になって支え、それに参加していこうと
いう意味がこめられています。
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施設のもう一つの顔�施設のもう一つの顔�シリーズ�

本シリーズの　　　　は｢なす高原自然の家｣です。
なす高原自然の家は平成16年に、那須高原の豊かな自然と触れ合う機会の拡大と、青少年の団体宿泊学習をはじめとす

る県民の多様な団体活動の支援を目的に、栃木県が設置した生涯学習施設です。

当自然の家は、日光国立公園の最北端、標高1,915mの茶臼岳を背景に、眼下に那須野が原、遠く八溝・筑波の山嶺が一

望できる標高1,030mの高所に位置しています。その恵まれた自然環境の中で、四季を通じて登山、ハイキング、スキーな

ど各種の自然体験活動ができます。また、施設全体がバリアフリー構造になっており、幼児や高齢者、障害のある方にも使

いやすい施設となっております。

当自然の家では、那須高原の豊かな自然の中で、各種団体の研修活動を支援する「利用団体受入事業」と、様々な体験活

動の機会を提供する「主催事業」の、主に2つの事業を行っております。

当自然の家では、5名以上の研修を目的とした団体・グループならどなたでも利用できます。主に小中学校の宿泊学習を

中心に、子ども会や育成会の行事、スポーツ少年団や部活動の合宿、企業研修など一年を通して様々な団体に御利用いただ

いております。

活動プログラムについては、那須高原の豊かな自然の中で活動する内容が充実しており、春から秋にかけては「登山」や

「ハイキング」・「ウインディ・オリエンテーリング」を、冬は「スノーシューハイキング」や「雪遊び」などがあり、ス

キー場が近いことから「スキー教室」で御利用になる団体も増えてきています。その他に、スポーツ・レクリエーション活

動、創作活動、調理活動など室内でできる活動も豊富で、その団体の目的にあったプログラムを選んでいただいております。

もちろん、団体独自の活動（スポーツ合宿、勉強合宿、企業の研修など）でも大変利用しやすい施設になっており、毎年

利用されている団体も多くなってきました。

利用団体受入事業

最終回

宿泊棟と茶臼岳 正面玄関前ロータリー 食　堂

研修室 宿泊部屋 露天風呂（温泉）

ウインディ・オリエンテーリング 那須登山 雪遊び（ソリ）
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施設のもう一つの顔�

普段、利用することができない個人や家族の方が対象で、毎回多くの方に参加いただいております。どの主催事業もなす

高原自然の家ならではの内容で、参加者から好評を得ております。なお、平成22・23年度の主催事業は以下のとおりです。

●利用団体指導者研修（日帰り）
4月26日(月)・30日(金) 7月13日(火)

●エンジョイネイチャー
～初心者のための登山教室～（1泊2日）

9月11日(土)～12日(日)

●オープンデー（日帰り）
11月7日(日)

●クリスマスファミリーデー（1泊2日）
12月18日(土)～19日(日)

●冬のファミリーデー（1泊2日）
1月29日(土)～30日(日)
2月19日(土)～20日(日)

●冬のふれあい広場（1泊2日）
2月26日(土)～27日(日)

平成22年度

主　催　事　業

栃木県立なす高原自然の家
〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本157
TEL／0287(76)6240 FAX／0287(76)6241
URL／http://windy-nasu.jp

問い合わせ先

初心者のための登山教室（茶臼岳山頂にて） オープンデー（来場の様子） オープンデー（サイエンスショー）

クリスマスファミリーデー（キャンドルツリー） クリスマスファミリーデー
（サンタさんからプレゼント）

冬のファミリーデー（ミニかまくら作り）

フクロウの絵付け キャンプ・ファイヤー うどん打ち

●利用団体指導者研修（日帰り）
4月25日(月)・28日(木)・7月12日(火)

●秋のふれあい広場（1泊2日）
9月24日(土)～25日(日)

●オープンデー（日帰り）
11月6日(日)

●クリスマスファミリーデー（1泊2日）
12月17日(土)～18日(日)

●冬のファミリーデー
1月28日(土)～29日(日)
2月18日(土)～19日(日)

●エンジョイネイチャー
2月25日(土)～26日(日)

平成23年度



下青少協（下都賀地区青少年育成推進連絡協議会）事務局を担当し、早2年目が終わろうとし

ている今日この頃ですが、この場をお借りしてその感想をかいつまんで述べてみたいと思います。

事務局としての主立った仕事は、まず、「少年の主張発表下都賀地区大会」の企画・立案並びにその運営

です。御存じの通り、本地区の大会参加学校数は、例年32校にのぼり、それこそ開始から終了時に至るま

で気が抜けず、閉会式終了後になって、何とかホッとするのが本音です。でも、中学生の清々しい主張発

表と来場者の熱意には、毎年心底頭が下がる思いです。

また、例年5月・11月の2回に分けて行われます「広域立入調査」にも、栃木市・壬生町、旧大平町・

岩舟町・旧藤岡町、小山市・野木町、下野市の3市3町を各自4班に分かれて、有害図書等の自販機やコン

ビニ・書店・ネットカフェ店等を詳細に調べ、その結果をまとめ県の担当課へ報告している現況です。

まだ他にも、会員各位が、「青少年の健全育成に関する各種研修会」に参加をし、研鑽に励んでいますが、

この「少年の主張発表下都賀地区大会」や「広域立入調査」を含めた各種事業に対しましても、青少年育

成指導員の方々を始めとしまして、青少年育成アドバイザーの方々・PTAのボランティアの方々、並びに

各市町の青少年行政主管課の皆様方には、日頃から多大な御支援・御尽力をいただいているのが実態であ

り、心から深謝している次第です。

育成活動の実際・意見

近年、青少年の非行化、或いは児童虐待等、子どもを巡る問題は様々あり、私達大人にも責任があると

思っています。

芳賀町青少年健全育成推進協議会は、行政と地域、そして学校が連携し青少年の指導にあたっておりま

す。

１月22日に町のＰＴＡ協議会と合同で、講師に県教育研究所の丸山隆先生をお招きし、「子育てと家庭

教育」をテーマに講演会を開催致しました。中でも印象に残っているのは、近年の子供達に父親の顔の絵

を描かせると、「ヒゲ面のお父さん」を描く子がいなくなっていると言う事です。それは、父親との肌と肌

のふれあいが減ってきている事を表しており、愛情を持って子供としっかり話し合える大人が足りないの

ではないかと感じています。

親子対象事業としては、「親子自然教室」をはじめ、「太陽のめぐみ教室」等、様々な活動があります。

それらは、自然を題材にした遊びや様々な経験を通して子供達が親や参加した大人達から生命を尊重する

心、人を思いやる優しい心を、子ども同士では協調性を学び、親が子供の事をより深く知り、「親子のふれ

あい」を目的として積極的に取り組んでいます。

これからも家庭、学校、地域と連携し、多くの方々と共に子供達に「優しさと愛情」を注ぎ、青少年の

健全育成に努力していきたいと思います。

シリーズ
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青少年の育成に携わって

栃木県青少年指導員（県南健康福祉センター） 花澤　公久

優しさと愛情

綱川　文世
栃木県青少年育成指導員（芳賀町）

（芳賀町青少年健全育成推進協議会　会長）



地区で行われた成人式に参列して感じたことは、式典は静粛に進行し、式の前後は懐かしい

友と和やかに歓談する姿に安堵しました。中学校区ごとに開催されることでテレビのニュースやワイドシ

ョーで視るのとは違い私語や携帯を操作することもなく、成人としての式の意義と責任感を見て取れまし

た。

会場では中学生地区活動ボランティア（通称中ボラ）が受付や案内係で先輩を迎え、お祝いの言葉をか

けると「ありがとう」の返事が返っていました。彼らの感想は「怖そうな先輩もいて声をかけるのに勇気

がいったけど、ありがとうと言ってもらえて、やって良かった」「自分たちの成人式の時も先輩たちに負け

ないような式にしたい」でした。中ボラに自信と感動を与えたのは先輩からの「ありがとう」と式に臨む

姿でした。

以前何かの記事で読んだのですが、新人教師が子ども達から「おはよう」と挨拶され、自分が子どもの

頃は目上の先生には「おはようございます」と敬語を使ったのに何故子ども達は「おはよう」なのか先輩

の教師に相談すると、先輩は「あなたが子ども達にございますをつけて挨拶すればすぐにそうなる」と答

えたそうです。

「大人が変われば子どもも変わる」の標語が頭に浮かびます。

昨年旅先の古寺で「たった一言が人の心を傷つける、たった一言が人の心を温める」の色紙を買い求め

自分の目に触れるところに飾って戒めとしています。
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栃木県青少年育成指導員（足利市） 古川　克美

挨拶が結ぶもの

｢スプリング・エフェメラル｣…最近じわじわと、耳にする機会
の増えてきた外来語です。「春のはかないもの」「春の短い命」な
どの意味で、専らフクジュソウやセツブンソウ、カタクリなどの、
春にだけに姿を現す植物を指すようです。
残念ながらこども財団本部のある駒生では、これらの植物を野

生で見ることはできませんが、代わりに春にだけ姿を現す3種の
蝶が生息しています。
コツバメは1.5cm程の大きさで、表面は藍色をした渋い蝶です。
庭先のツツジで発生しているのでしょうか、たまに人家で見かけ
ます。ミヤマセセリは蛾のような蝶ですが、辛うじて残ったコナ
ラの木に命を託して生き残っています。ツマキチョウは、モンシ
ロチョウを少し小さくした大きさで、羽の先端の黄色が可憐です。
住宅地の間に残った小さな畑に、幼虫の食べるタネツケバナが生
えていました。
春がやってきました。今年も変わらず、スプリング・エフェメ

ラルの蝶たちは、ここ駒生で、短い命を全うしています。

コツバメ

ミヤマセセリ

ツマキチョウ

駒生の早春の蝶たち�

春の�
妖精�
春の�
妖精�
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青少年育成市町村民会議　全体連携会議
1月26日（水）、青少年育成運動の地域における連携のあり方を協議するとともに、青少年育成に係る諸問題について意

見交換、情報交換を行うために、「青少年育成市町村民会議　全体連携会議」が、とちぎ青少年センターで開催されました。

今回の会議には市町村民会議や市町、栃木県青少年指導員、栃木県青少年育成指導員会、栃木県青少年アドバイザー会な

どから、65名の関係者の出席をいただきました。また御来賓として、栃木県青少年指導員会連絡協議会から会長の倉益章

氏、（社）栃木県子ども会連合会から理事長の山中睦夫氏、栃木県ＰＴＡ連合会から会長の若度哲久氏の御臨席をいただきま

した。

議事後、（社）栃木県子ども会連合会の山中氏からは会の説明と今後の連携の方策について、

栃木県青少年指導員会連絡協議会の倉益氏からは、全体連携会議での分科会実施の提言をいた

だきました。県民会議としては、今後それぞれの団体とさらに連携を深め、効果的、かつ効率

的な青少年の健全育成を目指していきたいと考えております。

議題
�平成22年度県民会議事業報告

ア　地域懇談会………3カ所、総計93名の参加。

イ　県民の集い………下野市グリムの館、245名の参加。

ウ　児童生徒と保護者のための携帯電話講習会………12市町村民会議からの依頼により、28の小中学校、

総約6,400名を対象に実施。

�財団の合併について

ア　栃木県青少年育成県民会議………Ｐ１参照。

イ　23年度県民会議事業の日程について

ａ　地域懇談会　6月21日(火)小山市・24日(金)芳賀町・28日(火)那須塩原市

ｂ　少年の主張県大会　9月17日(土)パルティ

ｃ　県民のつどい　1月28日(土)総合文化センター

ｄ　全体連携会議　2月17日(金)青少年センター

�有害雑誌自販機を撤去するためには【協議】

8つの市町村民会議からの報告を基に、県青少年男女共同参画課千葉敦子氏より助言をいただく。有害図

書自販機撤去のためには、地域のたゆまぬ努力と警察との連携が、やはり一番効果がある。地域の努力によ

って、現状はかなり改善している。

開催日
程�



●ワークライフバランスについて､言葉を知っていただけ
で､実はよくわかっていませんでした｡長時間勤務を無く
し､女性を積極的に採用することで、本人や家族はもち
ろんのこと、会社側の利益や発展、又、社会全体の活性
化や日本の発展にもつながっていくのだということが理
解できました。しかし、長時間勤務を無くすって、とて
も難しい。自己の努力だけでは到底無理ですので、会社
側の大改革が急務だと思います。（40代　女性）
●ライフ（生活面）を充実させることで、モチベーション
や仕事の効率が上がり、企業が活性化するということが
わかりました。（30代　女性）
●各企業のワークライフバランスの取り組みを聞くことが
でき、とても参考になりました。当社にもこんな取り組
みがあったらいいなと思うものもたくさんあり、会社へ
提案してみようと思います。（20代　女性）
●時代は変化しているのに、40年前の考え方で、｢ライ
フ｣より、｢ワーク｣だといって仕事ばかりの生活を送っ
ている人・会社がまだまだ多いこと。ワークライフバラ
ンスの考え方を企業に少しずつでも取り入れて、日本を
変えていきたいと思いました。（40代　男性）
●男性の上司、若手社員も一緒に連れてくればよかったで
す。（30代　女性）
●｢残業時間はトップクラス、仕事の成果は最低クラス｣と
いうことから、限りある時間で、最大の効果を上げ、今
後に繋いでいくことの必要性がよくわかった。（50代
男性）

●社員全員にこのような講演を聞く機会や学習が必要だと
感じた。育児だけではなく、これからは、介護が重要で
あると、改めて知ることができました。（40代　女性）
●勤務時間に集中し、残業＝｢美｣ではなく、｢悪｣の意識を
持とうと思います。（40代　女性）
●子育てだけでなく親の介護の問題を考えたとき、自分の
ワークライフバランスを根本的に見直さなければならな
いと思った。上司によく思われない中、有給休暇を取得
してこのフォーラムに参加したが、参加したことは
100パーセント間違っていなかった。自分が中心とな
って、ワークライフバランスに対する会社の考えを変え
ていきたい。（20代　男性）
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栃木県と（財）とちぎ青少年こども財団の主催による「ワークライフバランス推進フォーラム　～子育てにやさしい職
場を目指して～」が去る2月9日に宇都宮東武ホテルグランデにおいて開催され、県内外から企業経営者、人事・労務
管理担当者のほか、一般県民など約200名が参加しました。有識者による講演と、｢子育てにやさしい事業所｣表彰事業
における過去の受賞3事業所による事例報告が行われ、参加者はワークライフバランス（仕事と生活の調和）の意義や
導入の必要性、子育てと仕事の両立支援への取組について理解を深めました。熱心にメモをとる参加者も多く見られ、
フォーラム終了後は、｢働き方を変えていきたい｣という積極的な意見が多く寄せられました。

第1部 基調講演

「ワーク･ライフバランスはなぜ必要か？」

講 師：小室　淑恵 氏
（株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長）

自社で企業向けコンサルティングを行うと同時に、「ワー
ク･ライフバランス組織診断」や「休業復帰支援プログラ
ムarmo（アルモ）」を開発。
著書に『6時に帰るチーム術』（日本能率協会マネジメン
トセンター）など

日産自動車上三川工場
総務部　人事課　課長　田島　鉄也 氏
従業員数：約5,000名（2010年12月現在）
事業内容：自動車及び同部品の製造、販売

日産自動車上三川工場
総務部　人事課　笹嶋　典子 氏

日本赤十字社栃木県支部　芳賀赤十字病院
看護部長　久保　智子 氏
従業員数：549名（2011年1月現在）

株式会社マリンロード
代表取締役　石川　博司 氏
従業員数：21名（2011年2月現在）
事業内容：ホームページ制作及びEC事業

第2部 事例報告

「我が社における子育てと
仕事の両立を支援するための取組」

参加者の感想から

ワークライフバランス推進フォーラム
～子育てにやさしい職場を目指して～
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開催日：平成23年3月19日(土)～4月10日(日)

会　場：メインホール、多目的ホール、企画展示室

夏から秋にかけて、毎年のように日本列島のどこかに大雨や強

風による大災害をもたらす『台風』。

その「台風」の発生や成長には、太陽から地球に送られてくる

放射エネルギー、地球上に大量に存在し、特異な物質でもある水

の性質、そして、日常生活では実感することのない地球自転の効

果の3つが最も大きく係わっています。

今回は、雲を作ったり、台風の渦が強くなる秘密、台風の気圧

を体感するなど、様々な体験型実験装置を使って、台風の科学を

ひもときながら、水の性質や地球自転の効果と雲、雪、雨、風、波などの関係を学びます。

あなたも、「台風」の発生から発達までのメカニズムを実験装置で体験してみませんか。

1月22日（土）～23日（日）の1泊2日で、主催事業「海浜の旬・あんこう」を行いました。冬場が旬のあんこうは、

表面がぬるぬるしてまな板では調理しづらいために、ひとつの調理法として吊して切るという方法があります。その迫

力ある「あんこうの吊し切り」の実演を参加者に御覧いただきました。

まず、皮がつるっとはがれると参加の方からの「おお！」という声が。その後も、身、卵巣（あんこう料理として食

べられるのは、メスのみだとか）、胃袋、肝…と解体されていくたび感声が上がり、各部位を興味深そうに注視してい

らっしゃいました。固い骨以外はすべて食せるというあんこう。余すところなく調理できることから、切り落としたも

のを称して「あんこうの七つ道具」と言うそうです。

夕食では、このあんこうに野菜やきのこ等を入れた味噌風味の「あんこう汁」を御賞味いただきました。食した方か

ら「肝のだしが出ていて、おいしい！」という感想もいただきました。

その他にも、グループごとに「あんこうウルトラクイズ」「貝の根付けづくり」「塩づくりとつぼ焼きいも試食」「サ

ンドブラストグラスづくり」などを行いました。冬季1泊2日の事業を満喫していただけたのではないかと思います。

春の企画展『自然界の水～台風がやってきた！～』

海浜の旬・あんこう

「あんこうの吊し切りは一見の価値あり」 「あんこうウルトラクイズで水槽の中を観察中！」

各事業所だより�各事業所だより�
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1月29日(土)～30日(日)1泊2日の日程で、主催事業「冬のファミリーデー」を行いました。この主催事業は1月と2

月の2回行い、今回はその第１回目になります。県内各地から抽選で選ばれた21家族79名が参加されました。

１日目は昼食後、早速活動に入りました。Ａ・Ｂ2つのグループに分かれ、Ａグループがミニかまくら作りとソリ遊

び。Ｂグループはスノーシュー体験を行いました。普段雪遊びの経験がない子どもたちが多かったようで、滑る雪の上

で悪戦苦闘しながらも楽しく活動することができました。特にスノーシュー体験では、途中、雪の上に残るウサギやキ

ツネ等の足跡を見つけては歓声を上げていました。

夕方からは雪灯籠作りを行い、親子で協力して雪灯籠を2～3つ作りました。完成後はロウソクに火を灯し、参加者

は、自分たちの作った雪灯籠の前で写真を撮り、しばし雪灯籠の優しい明かりを眺めていました。

2日目は前日と活動を入れ替え、Ａ・Ｂグループそれぞれ予定どおり活動を行うことができました。

今回は、那須の天候としては珍しく2日間とも晴天に恵まれ、参加者も満足のいく活動ができました。参加者からは、

「2日間とても楽しく過ごすことができました。」や「家族と充実した時間が過ごせました。」「雪遊びをとおして、家族

の絆が深まりました。」等の声が多く聞かれ、好評のうちに終えることができました。

今回主催事業をとおして感じたことは、雪遊びは決して日常的なものではないということ。だからこそ、このような

主催事業をより多くの県民の皆様に体験していただきたいと思います。今回、残念ながら抽選で落選してしまった御家

族も、是非来年も応募していただけたらと思います。

「冬のファミリーデー」

「スノーシュー体験」 「ソリ遊び」

●｢青少年とちぎ」に掲載する有料広告を募集しています。問い合わせは育成担当まで。（028－621－1611）

　　標高１，２００ｍ�

爽やかなみどりの空間大笹牧場にようこそ�
風、空、雲、空気－－－－－すべてが新鮮�

おいしいお食事を楽しんでいただけます�
レストハウスで舌つづみ�

霧降高原道路(無料)終点�
○入場・駐車無料　○年中無休�

TEL　0288-97-1116�

FAX　0288-97-1120

http://www.tochiraku.or.jp/oozasa/

(株)大笹牧場� 〒321-2792　　栃木県日光市瀬尾字大笹牧場3,405

各事業所だより�
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御入会ありがとうございます�

■２月入会 一川　路子 様�
 石下　龍史 様�
 　川眞理子 様�

御�

【発行】財団法人とちぎ青少年こども財団 宇都宮市駒生1―1― 6とちぎ青少年センター内 TEL028―621―1611　FAX028―621―1613 E-mai l :z-kodomo@circus.ocn.ne.jp

下野新聞(平成22年12月22日付より)�

御寄附ありがとうございました
去る12月21日、青少年の健全育成のためにと菊池宏行様から

30万円の御寄附をいただきました。

青少年の健全育成活動のために有効に活用させていただきます。

「とちぎ笑顔つぎつぎカード」が更新されます！

とちぎ未来クラブ事務局は、4月1日から「(財)とち
ぎ未来づくり財団」内に移転します。
〒320-8530
宇都宮市本町1-8 (財)とちぎ未来づくり財団内
TEL 028-643-1006 FAX 028-650-5284
ホームページ　http://www.tochigi-mirai.jp
携帯電話版　　http://www.tochigi-mirai.jp/m/
メールアドレス　tmirai@tochigi-mirai.jp

「とちぎ笑顔つぎつぎカード」は、子育て家族を応援す

ることを目的に、18才未満のお子様又は妊婦さんのいる世

帯に配布されています。このカードを協賛店舗等で提示す

ると、割引・特典などの優待サービスを受けることができ

ます。

現在のカードは、平成19年12月に発行されており、有

効期限が平成23年3月31日までとなっています。とちぎ

未来クラブでは、引き続き子育て家庭を支援していくため、

新しい「とちぎ笑顔つぎつぎカード」を発行することとい

たしました。

新しいカードは、有効期限の記載がありません。対象と

なるお子様が18歳になる年度末の3月31日まで使用する

ことができます。裏面に18才未満のお子様の氏名と誕生年

月を記入して使用してください。（対象となるお子様を確認

することができませんので、必ず記入してください。）

新しいカードは、保育園、幼稚園、小中学校、高等学校

等を通じて各家庭に配布しました。在宅で子育て中の家庭

や妊婦さんがいる家庭では、お住まいの市町の担当窓口で

受け取ることができます。

なお、学校等を通じての配布は今回限りとなりますので、

紛失、転居、妊娠・出産等で新たにカードが必要になった

際は、お住まいの市町の担当窓口に申し出てください。

また、カード交付の際は、母子手帳やお子様の健康保険

証など、対象者を確認できるものをお持ちください。

詳しくは、とちぎ未来クラブ事務局又はお住まいの市町

にお問い合わせください。


