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　9月19日（土）、栃木県総合文化センターにて「第38回 栃木県少年の主張発表県大会」を開催しました。各地区大
会の代表16名による堂々とした発表に、多くの会場のみなさまから盛大な拍手が送られました。
　審査の結果、最優秀賞には、さくら市立喜連川中学校3年石塚千夏さんが選ばれ、福田富一知事より賞状が授与され
ました。

　福田富一知事より発表者に向けて激
励の言葉をいただきました。

結 果 一 覧 ※優秀賞・奨励賞は発表順

第38回栃木県少年の主張発表県大会

賞 氏　名 中学校名・学年 題　　　　　　　名
最優秀賞 石塚　千夏 さくら市立喜連川中学校３年 かけがえのないふるさとのために

優秀賞
鏑木　　篤 宇都宮市立豊郷中学校３年 『弓道』との出会い
平石　優花 佐野市立葛生中学校３年 笑顔の力
森田　　直 作新学院中等部３年 夢を諦めないで

奨励賞

田中　萌絵 大田原市立大田原中学校３年 大切な命
佐藤　瑞樹 那須塩原市立西那須野中学校３年 僕の歩み
亀田あかり 佐野市立赤見中学校３年 傍観者にならないために
市村　菜愛 鹿沼市立西中学校３年 厳しさの中に
大塚　李舞 鹿沼市立南摩中学校３年 平和と教育
海老沼真衣 國學院大學栃木中学校３年 伝統を受け継ぐ者として
星　　優奈 小山市立間々田中学校３年 「想う」
佐藤　　光 那須烏山市立烏山中学校３年 祖母のために
中川　大樹 芳賀町立芳賀中学校３年 前向きに生きる
林　　孝星　 栃木市立栃木西中学校３年 「今」を生きる
若林はづき 真岡市立大内中学校３年 我が家から世界のみなさんへ伝えたいこと
田代　　凪 宇都宮市立陽西中学校３年 記憶をつなぐ



　「この辺りも若い人が減ってきて、この先どうなっちゃ
うんだろうねえ。」
　最近、よく耳にする言葉です。少子化の影響もあり、私
が通っていた小学校は、5年前に廃校になりました。小さ
な学校だったので、みんな兄弟のように仲が良く、とても
楽しい毎日でした。登下校の時には、地域の方々が笑顔で
声をかけてくださり、私たちはいつも、見守られていると
いう安心感がありました。大好きな学校がなくなってしま
うと知ったときには、悲しくて涙が止まりませんでした。
　五つの学校が統合した喜連川小学校にはスクールバスで
通うことになりました。いつも
「こんにちは。」
と挨拶をすると、
「お帰り。気をつけて帰るんだよ。｣
と笑顔で返してくれたおじいさんに、私たちの声は、だん
だん届かなくなり、地域の方たちとふれあう機会も少なく
なっていきました。
　私は緑豊かなこの町が大好きです。でも廃校になってか
らは特に、町全体に元気がないように感じます。私の好き
な夏祭りやどんど焼きも、なかなか人が集まらず、以前の
ようなにぎわいも少なくなりました。このままでは学校だ
けでなく、ふるさとまでもがなくなってしまうのではと不
安にもなりました。町に元気を取り戻したい、私にできる
ことはないかと思っていたころ、一つの出会いがありまし
た。
　私が住んでいるさくら市は、野口雨情と縁があり、毎
年、雨情祭と呼ばれる音楽祭が開かれています。一昨年の
雨情祭でのこと。長く関わってくださっている音楽家の先
生から、
「2年後を目標に、私は雨情のオペラを作りたいと思いま
す。市民のみなさんもぜひやりませんか。」
という呼びかけがありました。その瞬間、会場から歓喜の
拍手が起こったのを今でも覚えています。私たちが、プロ
の指揮者や演奏家のみなさんと一緒にオペラを作るなんて

夢のようです。ぜ
ひ、私も挑戦して
みたいと思い、参
加することに決め
ました。
　小学生からお年寄りまで、約50人の市民が集まり、半
年間、練習を重ねました。初めは息が合わず、焦ることも
何度もありました。でも、「ふるさとのオペラを自分たち
の手で作りたい」という気持ちをみんなが持つようにな
り、一体感が生まれていきました。そして、ついにこの
春。雨情と、その妻ヒロの出会いと別れを描いた創作オペ
ラを上演することができたのです。世代の違う人たちが力
を合わせ、一つのものを作り上げたときの喜びと充実感は
何にも代えがたいものでした。
　今回の経験で、野口雨情の童謡は私たちのふるさとの自
然や温かい人情に支えられていたことを知り、改めて、こ
の地に生まれ育ったことを誇りに思います。
　ふるさとを元気にしたいという思いをみんなが持ち、力
を合わせていけば、解決策は必ずあること、それを応援し
てくれる人も必ず現れるということも実感できました。
　そして、何よりも、私たち若い世代がこれからのふるさ
とを元気にする原動力にならなくてはならないと強く感じ
たのです。
　現代は、インターネットなどの普及で、国内のみなら
ず、海外の情報もすぐ手に入り、さまざまな人たちと交流
を図ることも可能な時代です。しかし、その反面、祭りや
郷土料理など、地域や家族との関わりを通して伝えられて
きたものや、人の温かさを肌で感じる機会が減ってきてい
るように思います。
　今、私は同級生や卒業生と一緒に喜連川の民話の語り部
の活動をしています。聴いてくださる方たちの笑顔がとて
も励みになります。これからも、地域の人たちと協力し合
い、支え合いながら、ふるさとのすばらしさを受け継ぎ、
積極的に伝えていこうと思っています。

かけがえのないふるさとのために
さくら市立喜連川中学校　３年

石塚　千夏

最優秀賞

県大会講評（概要）
  16名の発表者の皆さんたちは、さすがに各地区から選
ばれた方たちだけあって、それぞれの提言内容、発表
力、発表態度ともに素晴らしいものでした。
  今年は戦後70年という節目の年であることから、おじ
いさんやひいおじいさんたちの戦争体験を知って、戦争
をより身近なものとして考えたという発表もありまし
た。題材が多岐にわたっており、発表者の皆さんの広い
視野と素直な感性、そして伝えたいという熱意に感動し
ました。素晴らしい主張を発表された16名の皆さんのこ
れまでの努力に心から敬意を表します。（中略）
  発表者の皆さんには、これからも豊かな感性と深い洞
察力で物事をよく見つめ、やがては社会のリーダーとし
て活躍されることを期待します。
　結びに、関係者の皆様、保護者の皆様、指導に当たら
れた先生方、そして発表者の皆さん、さらに進行の大役
を果たされた宇都宮市立陽西中学校の生徒の皆さんに厚
く御礼申し上げて、講評とさせていただきます。

審査委員代表　宇都宮市立横川中学校長
持　田　光　世

　県大会の司会は、宇都宮市立陽西中学校3年　早乙女 
千優さん、溜池 菜々子さん、内藤 光希さんの3名が務め
ました。
　さわやかな司会ぶりで好評でした。
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最優秀賞 栃木市立栃木西中学校　　　3年　林　　孝星
　　〃 國學院大學栃木中学校　　　3年　海老沼真衣
　　〃 小山市立間々田中学校　　　3年　星　　優奈 
優 秀 賞 小山市立豊田中学校　　　　3年　小倉由佳理
　　〃 小山市立美田中学校　　　　3年　町田　唯香
　　〃 下野市立南河内中学校　　　3年　大島　菜央
　　〃 栃木市立西方中学校　　　　3年　設樂　真央
　　〃 栃木市立岩舟中学校　　　　3年　山中　静香
　　〃 小山市立桑中学校　　　　　3年　白久　竜也
　　〃 小山市立絹中学校　　　　　3年　岩渕　真央
　　〃 下野市立南河内第二中学校　3年　中村　夏海

　　〃 栃木市立栃木東中学校　　　3年　安生　桃花
　　〃 小山市立小山中学校　　　　3年　松本　亜海
　　〃 下野市立石橋中学校　　　　3年　田中みなみ
　　〃 栃木市立栃木南中学校　　　3年　森戸　稜果
　　〃 栃木市立東陽中学校　　　　3年　野本　彩花
　　〃 栃木市立皆川中学校　　　　3年　渡辺　　瞳
　　〃 小山市立小山第二中学校　　3年　猪熊　柚花
　　〃 小山市立小山第三中学校　　3年　椎名　陽香
　　〃 下野市立国分寺中学校　　　3年　西村　知夏
　　〃 栃木市立吹上中学校　　　　3年　大橋　陸人
　　〃 栃木市立寺尾中学校　　　　3年　大島　晴佳
　　〃 小山市立小山城南中学校　　3年　日浦　愛子
　　〃 小山市立大谷中学校　　　　3年　藤田　咲姫
　　〃 野木町立野木中学校　　　　3年　浅倉　　舞
　　〃 栃木市立大平中学校　　　　3年　髙岩　　凪
　　〃 野木町立野木第二中学校　　3年　川島　一夏
　　〃 壬生町立壬生中学校　　　　3年　尾津　裕紀
　　〃 栃木市立大平南中学校　　　3年　石井　拓実
　　〃 栃木市立藤岡第一中学校　　3年　戸田紗弥夏
　　〃 小山市立乙女中学校　　　　3年　松本彩香理
　　〃 壬生町立南犬飼中学校　　　3年　大垣　里奈
　　〃 栃木市立藤岡第二中学校　　3年　山中　鈴菜
　　〃 栃木市立都賀中学校　　　　3年　曲　　桐発

栃木県少年の主張発表大会とは

県内各地区大会の模様・結果

　昭和46年に塩谷地区青少年育成連絡協議会が「少年の意見発表大会」を開催しました。この動きが県内に広がり、県
内8地区の大会を予選とする「第1回栃木県少年の主張コンクール」が、昭和53年11月28日に宇都宮市立旭中学校を会
場として開催されました。この大会は昭和57年の第5回大会から「栃木県少年の主張発表大会」となり、現在に至って
います。
　また、全国では、昭和54年に「第1回全国少年の主張コンクール」が開催され、栃木県の代表が「総務庁長官賞」を
受賞しました。この大会も昭和57年から「少年の主張全国大会」となり、本県代表は昭和57年と平成11年に「内閣総
理大臣賞」を受賞しています。

　今年度の県内各地区大会は、19,356名の中学生の参加により実施されました。各地区大会には、170校の代表者が
出場しました。（発表順に掲載）

最優秀賞 宇都宮市立陽西中学校　　　3年　田代　　凪
　　〃 作新学院中等部　　　　　　3年　森田　　直
　　〃 宇都宮市立豊郷中学校　　　3年　鏑木　　篤 
優 秀 賞 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校　3年　橋本優妃奈
　　〃 宇都宮市立田原中学校　　　3年　八巻　志保
　　〃 宇都宮市立星が丘中学校　　3年　工藤　華苗 
優 良 賞 宇都宮市立陽北中学校　　　3年　出水　玲名
　　〃 宇都宮市立城山中学校　　　3年　荒川　結斗
　　〃 宇都宮市立河内中学校　　　3年　西村　　陽
　　〃 宇都宮市立一条中学校　　　3年　福田　千夏

　　〃 宇都宮海星女子学院中学校　3年　臼井　優香
　　〃 栃木県立聾学校中学部　　　3年　吉岡　茉由
　　〃 宇都宮市立国本中学校　　　3年　江連　穂果
　　〃 宇都宮市立泉が丘中学校　　3年　中園　隆広
　　〃 宇都宮市立上河内中学校　　3年　猪瀬　百香
　　〃 宇都宮市立鬼怒中学校　　　3年　愛澤　祐亮
　　〃 宇都宮市立若松原中学校　　3年　平野　風優
　　〃 宇都宮市立陽東中学校　　　3年　吉柴　元暉
　　〃 宇都宮市立晃陽中学校　　　3年　入江　萌生
　　〃 宇都宮市立宝木中学校　　　3年　菅原菜々美
　　〃 宇都宮短期大学附属中学校　3年　井上　千裕
　　〃 上三川町立明治中学校　　　3年　中田　隼輔
　　〃 宇都宮市立雀宮中学校　　　3年　菊川　翔子
　　〃 宇都宮市立瑞穂野中学校　　3年　飯村　　葵
　　〃 宇都宮市立姿川中学校　　　3年　神山　颯平
　　〃 上三川町立本郷中学校　　　3年　坂本　芽来
　　〃 上三川町立上三川中学校　　3年　高田　亜月
　　〃 宇都宮市立宮の原中学校　　3年　齋藤　詩音
　　〃 宇都宮市立横川中学校　　　3年　國谷ほのか
　　〃 宇都宮市立旭中学校　　　　3年　水戸　ゆい
　　〃 宇都宮市立清原中学校　　　3年　齋藤　桃寧
　　〃 宇都宮市立陽南中学校　　　3年　平木　智尋
　　〃 宇都宮市立古里中学校　　　3年　塩谷　彩水

河宇地区大会

８月２１日（金）小山市立文化センター

下都賀地区大会
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８月２１日（金）とちぎ青少年センター



最優秀賞 真岡市立大内中学校　　　　3年　若林はづき
　　〃 芳賀町立芳賀中学校　　　　3年　中川　大樹 
優秀賞・審査員特別賞
　　　　　栃木県立益子特別支援学校中学部　3年　渡邉　怜未 
優 秀 賞 茂木町立中川中学校　　　　3年　髙橋　拓真

　　〃 真岡市立真岡中学校　　　　3年　江口デボラ
　　〃 益子町立田野中学校　　　　3年　池田　真志
　　〃 茂木町立茂木中学校　　　　3年　大森　美侑
　　〃 真岡市立物部中学校　　　　3年　枝　　実依
　　〃 真岡市立山前中学校　　　　3年　細島　千聖
　　〃 市貝町立市貝中学校　　　　3年　中村　優花
　　〃 益子町立益子中学校　　　　3年　久保　怜翔
　　〃 真岡市立中村中学校　　　　3年　上野　瑞季
　　〃 真岡市立真岡西中学校　　　3年　森田　惇平
　　〃 真岡市立長沼中学校　　　　3年　滝田　実紅
　　〃 益子町立七井中学校　　　　3年　中野　美里
　　〃 真岡市立真岡東中学校　　　3年　荒井　夢叶
　　〃 茂木町立逆川中学校　　　　3年　村田　八寛
　　〃 真岡市立久下田中学校　　　3年　柳田　彩花

最優秀賞 佐野市立葛生中学校　　　　3年　平石　優花
　　〃 佐野市立赤見中学校　　　　3年　亀田あかり 
優 秀 賞 佐野市立田沼西中学校　　　3年　中村　奏夏
　　〃 佐野市立田沼東中学校　　　3年　廣瀬　莉乃
　　〃 足利市立愛宕台中学校　　　3年　飯田　悠人
　　〃 佐野市立西中学校　　　　　3年　佐藤　桃香

　　〃 佐野日本大学中等教育学校　3年　秋元ひなの
　　〃 栃木県立佐野高等学校附属中学校　2年　須藤　　彩
　　〃 足利市立協和中学校　　　　3年　大塚　洸範
　　〃 足利市立北中学校　　　　　3年　野内　優衣
　　〃 佐野市立常盤中学校　　　　3年　石川　琢朗
　　〃 足利市立第二中学校　　　　3年　井上　奈々
　　〃 足利市立山辺中学校　　　　3年　須永　　妙
　　〃 佐野市立吾妻中学校　　　　3年　川田　　幸
　　〃 足利市立坂西中学校　　　　3年　川岸　美伊
　　〃 足利市立富田中学校　　　　3年　髙橋　　空
　　〃 足利市立第一中学校　　　　3年　岡安　美歩
　　〃 足利市立西中学校　　　　　3年　阿部　真夕
　　〃 佐野市立城東中学校　　　　3年　佐藤安莉珠
　　〃 足利市立毛野中学校　　　　3年　大竹　涼香
　　〃 白鷗大学足利中学校　　　　3年　坂上　萌香
　　〃 足利市立第三中学校　　　　3年　加持　日和
　　〃 佐野市立北中学校　　　　　3年　小野寺杏奈
　　〃 佐野市立南中学校　　　　　3年　岡本　千佳

最優秀賞 鹿沼市立西中学校　　　　　3年　市村　菜愛
　　〃 鹿沼市立南摩中学校　　　　3年　大塚　李舞 
優 秀 賞 日光市立今市中学校　　　　3年　植木　彩華
　　〃 日光市立落合中学校　　　　3年　中崎　めい
　　〃 鹿沼市立粟野中学校　　　　3年　前野　百嶺  

優 良 賞 鹿沼市立北中学校　　　　　3年　田野辺愛理
　　〃 日光市立大沢中学校　　　　3年　小森　静玖
　　〃 鹿沼市立加蘇中学校　　　　3年　星野　悠太
　　〃 日光市立三依中学校　　　　2年　舘野　会輝
　　〃 日光市立豊岡中学校　　　　3年　根本　惇矢
　　〃 日光市立東中学校　　　　　3年　髙松　夏穂
　　〃 日光市立湯西川中学校　　　3年　阿部　千晴
　　〃 日光市立栗山中学校　　　　2年　手塚　帆南
　　〃 鹿沼市立南押原中学校　　　3年　鷹觜　瑞希
　　〃 鹿沼市立北犬飼中学校　　　3年　福田慶次郎
　　〃 日光市立足尾中学校　　　　2年　荻原　理羽
　　〃 日光市立東原中学校　　　　3年　原田　真里
　　〃 日光市立藤原中学校　　　　3年　増渕　ひな
　　〃 日光市立小来川中学校　　　3年　星野　茉子
　　〃 鹿沼市立板荷中学校　　　　3年　佐藤　里香
　　〃 日光市立中宮祠中学校　　　2年　関　　大耀
　　〃 日光市立小林中学校　　　　3年　手塚　大誓
　　〃 鹿沼市立北押原中学校　　　3年　山口なずな
　　〃 鹿沼市立東中学校　　　　　3年　曾篠　暁紀
　　〃 日光市立日光中学校　　　　3年　佐藤　綾良

4

９月2日（水）足利市民会館

安足地区大会

８月２７日（木）真岡市青年女性会館

芳賀地区大会

８月２９日（土）鹿沼市民文化センター

上都賀地区大会



最優秀賞 大田原市立大田原中学校　　　3年　田中　萌絵
　　〃 那須塩原市立西那須野中学校　3年　佐藤　瑞樹　　
優 秀 賞 那須塩原市立塩原中学校　　　3年　細野　　葵
　　〃 那須塩原市立黒磯北中学校　　3年　熊谷　来実
　　〃 那須町立那須中学校　　　　　3年　相馬あすか　
優 良 賞 那須塩原市立東那須野中学校　3年　渡辺　莉央

　　〃 那須町立東陽中学校　　　　　3年　増子　美穂
　　〃 大田原市立若草中学校　　　　3年　櫻岡　裕樹
　　〃 大田原市立金田南中学校　　　3年　熊田　陽香
　　〃 幸福の科学学園中学校　　　　2年　西　　優晴
　　〃 大田原市立黒羽中学校　　　　3年　蓮實　大輝
　　〃 大田原市立親園中学校　　　　3年　関谷　有紀
　　〃 那須塩原市立箒根中学校　　　3年　臼井　雅人
　　〃 那須塩原市立日新中学校　　　3年　木村　健人
　　〃 那須町立黒田原中学校　　　　3年　中川　友惟
　　〃 那須塩原市立高林中学校　　　3年　田代　瑞月
　　〃 大田原市立野崎中学校　　　　3年　梶田　美優
　　〃 大田原市立金田北中学校　　　3年　阿久津わかな
　　〃 那須塩原市立黒磯中学校　　　3年　鈴木　希苗
　　〃 那須塩原市立三島中学校　　　3年　齋藤　　歩
　　〃 那須塩原市立厚崎中学校　　　3年　西脇　夕夏
　　〃 大田原市立佐久山中学校　　　3年　山崎　　陸
　　〃 大田原市立湯津上中学校　　　3年　大野　智尋

最優秀賞　さくら市立喜連川中学校　　　3年　石塚　千夏

優 秀 賞　さくら市立氏家中学校　　　　3年　溝下彩恵子

　　〃 塩谷町立塩谷中学校　　　　　3年　髙橋　麻衣

　　〃 栃木県立矢板東高等学校付属中学校　3年　雫　　日生

　　〃 矢板市立泉中学校　　　　　　3年　村山　夏美

　　〃 高根沢町立北高根沢中学校　　3年　髙松　将太

　　〃 矢板市立矢板中学校　　　　　3年　齋藤　奨慧

　　〃 高根沢町立阿久津中学校　　　3年　綱川　舜弥

　　〃 矢板市立片岡中学校　　　　　3年　川村　伽耶

最優秀賞　那須烏山市立烏山中学校　　　3年　佐藤　　光

優 秀 賞　那珂川町立馬頭中学校　　　　3年　森島優里花

　　〃 那須烏山市立南那須中学校　　3年　小池まなみ

　　〃 那珂川町立小川中学校　　　　3年　稲澤なつみ

5

　「那須地区大会」は、9月10日（木）、大
田原市総合文化会館で開催予定でしたが、
「平成27年9月関東・東北豪雨」による大雨
特別警報のため中止となりました。審査は、
主張文のみを対象として「論旨・内容」によ
る審査を実施しました。

那須地区大会

９月１１日（金）さくら市立喜連川中学校

塩谷地区大会

９月１２日（土）那珂川町立小川総合福祉センター

南那須地区大会
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　前号からスタートした新連載。栃木県青少年育成指導員の、青少年の育成についての熱い思いをご紹介す
るコーナーです。
　県青少年育成指導員は、各市町から推薦され、県民会議会長（福田富一知事）が委嘱している民間指導者
です。県民会議と市町や各団体などとのパイプ役を務めるほか、ボランティアリーダーとして地域に密着
し、青少年育成の諸活動を行っています。
　今回は「わたしの地域の『少年の主張発表大会』に思うこと」をテーマに、7名のお話しを伺いました。

栃木県青少年育成指導員に聞く！ vol.2

　今年の河宇地区大会は、市町立・県立・私立の中学校に県立聾学校も加えて33
校が参加し、8月21日にとちぎ青少年センターにて開催されました。中学3年生
が、それぞれの学校を代表して参加し、学校生活・家族のこと・将来の夢など自分
の体験したことや、社会問題に目を向けて、自分の思いを主張され充実した大会と
なりました。日頃宇都宮市の佐藤市長がおっしゃっておりますが、発表に至るまで
の学びや努力が皆さんの「人間力」を高めたことがしみじみと伝わってきました。
感動ありがとうございました。

　中学生のみなさんの主張を聞かせていただき、日頃感じていることについて飾り
気のない言葉でまとめ、気持ちを伝えていたことに感銘を受けました。
　学校生活、社会生活、全てにおいて互いが互いを理解し合うことが大切です。デ
ジタル中心となった今、互いが自分の気持ちを言葉にし、伝えることが最も重要な
コミュニケーションであると思います。
　私たち大人も、子どもたちから伝えられる言葉に、しっかりと耳をかたむけ、健
全に育って行くことのできる支えとなって行きたいと思います。

　下都賀地区大会は、8月21日に小山市立文化センターで、34校の各中学校代表
が自分の思いを堂々と発表し、厳粛の内に熱気と感動に包まれ終了しました。終
始、礼儀正しく凛として臨む姿が印象的で、未来を担う青少年に頼もしさ誇らしさ
を感じました。
　家庭や友人への感謝の思いが熱く語られ、改めて「家庭の大切さ」が胸に響き、
大人としての役割がいかに重要か、考えさせられる日となりました。親や家庭の在
り方が子供の成長に大きな影響を与えます。子供は親の後ろ姿を見て育つ、といわ
れますが、先ず大人が、子供から信頼尊敬される姿を示したいものです。

　毎年下都賀地区発表大会や県大会に参加し中学生の発表を聞いていますが、一人
一人の取り組みは福祉介護の問題や家庭の問題、友達関係、部活動など様々です。
唯一つ共通することは発表の姿に真剣にそして一生懸命取り組む姿が見えることで
す。ややもすると今のこども達はという言葉が往来していますが、発表の様子を見
る限り頼もしく感じるのは私だけではないと思います。今のこども達はと言う前に
是非発表会に参加し、こども達の発表や発表する姿を見ていただきたいものです。
　一つ注文をつけさせていただきたいのは、何故多くの関係団体や組織に動員をか
けないのか疑問に感じています。是非多くの方々に参加頂くよう一考願いたいと思
います。

宇都宮市
関口　　浩

日光市
齊藤　佳子

小山市
中村佐利子

下野市
前原　保彦



青少年育成指導員会自主研修会が実施されました
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　安足地区24中学校代表の発表を大別すると、1.社会の情勢から感じたこと（18
歳選挙権、安保法制）、2.自分を取り巻く環境（親族、外国人、郷土の文化、障が
い者とのふれあい）、3.生命の尊重（病気の克服、食生活、いじめの傍観者等を体
験して）、4.将来の夢（東京オリンピックで貢献したい、助産師を目指す）。
　両親、教師に感謝すると共に、同じ職業へのあこがれ、外国人や障がい者に対す
る差別のない社会などであったと思います。男子の発表者が3名と少なかったの
で、来年の奮起を期待したい。

　毎年「少年の主張発表大会」を拝聴していると、感動の涙が自然と溢れてきます。
発表者の皆さんが自分の今までの経験や環境、また社会や世界に目を向けた時に自分
自身が感じ取った事。そこから自分を見つめ、しっかり前を向き将来の第一歩を踏み
出そうとしているのです。
　だからこそ、きらきらと輝く瞳で堂々と私たちに訴えかける姿はまっすぐで、とて
も強く私たちの心に響いてきます。
　私も地域住民の一人として、広く大きな心を持って青少年の皆さんを見守っていき
たいと気持ちを新たにするだけなく、爽々しい感動の涙と共に私自身も成長させて頂
く「少年の主張発表大会」です。

　今年度の那須地区大会は9月10日の予定でしたが、前日の大雨、本県初となる
「大雨特別警報」の発令、那須塩原市内の国道400号等の閉鎖などにより中止とな
りました。まさに断腸の思いだったでしょう。開催の準備をしてきた方、参加する
中学生、その指導にあたった先生方などの心中も思いやられます。県大会の申込期
日も迫っており、受賞の選考は「論調・表現」は考慮できず、「論旨・内容」につ
いてのみの審査とせざるを得なかったそうです。県大会での那須地区代表の発表が
心配だったそうですが、立派に発表できたと聞き少し安心しました。「これまで経
験したことのないような大雨」の影響の大きさを、身をもって体験した次第です。

足利市
古川　克美

高根沢町
山下　幸代

大田原市
伊藤　三良

　平成27年8月25日(火)10：00〜、18名の育成指導員が参加して栃木県立宇都宮工業高等学校を訪問しました。宇
都宮工業高校は大正12年創立の伝統校で、1学年の定員が全日制320名、定時制80名の大規模校です。平成23年に
雀宮駅の東に移転し科学技術高校として新たな歩みを始めました。
　当日は現地集合でしたが、電車で来た指導員はまず駅からの近さにびっくり。もっともナビの案内で旧校地(市内京
町)に行ってしまい遅刻した指導員もいました。会議室で寺田滋教頭先生の学校概要の説明の後、寺田先生の案内で校
舎を回りました。その明るく広々とした雰囲気に二度目のびっくり。食堂では定時制でも3年で卒業できる制度がある
ということを伺いました。普通教室から実習棟に行くと、その充実した設備に三度目のびっくり。旋盤のずらりと並ぶ
機械系の工場、起震装置のある建築系の部屋、寄木トラスの製作実習も見学ました。環境系では水理実験のための水路
のある部屋など…、最後に320名収容の大講義室で吹奏楽部の練習を見学しました。
　見学を終えて、校庭に向かって立つ、校章と初代校長 安 美賀(やす みよし)先生のモニュメントの前で記念撮影をし
ました。そのわきに安先生の示された校訓「一人(いちにん)は一校を代表す」という言葉のレリーフがあり、「なるほ
ど」とうなずいている方もいました。
　これまであまり見る機会のなかった工業高校の見学で、大変充実した研修となりました。

コンクリート圧縮強度試験機寄木トラスの製作 校章のモニュメント起震装置
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2015心豊かでたくましいとちぎの青少年を育成する県民運動

　青少年を心身ともに健やかに育むために
は、明るく円満な家庭が必要なことから、
家族のふれあいをテーマにした絵日記コン
テストを実施しました。9月11日に締め切
り、2,004通のご応募をいただきました。
審査の結果、各賞の受賞者は次のとおり決
定しました。最優秀賞、優秀賞の方は、11
月12日栃木県青少年健全育成功労者等表彰
式で表彰されます。

下野市立緑小学校4年
角田　妃菜子さん
「うちは「田の字」」

最優秀賞

優秀賞優秀賞

壬生町立壬生北小学校2年
森田　加恋さん
「ぎょうざ大すき」

佐野市立閑馬小学校1年
川田　歩美さん
「みんなでおやすみ」

毎月第３日曜日は

ふれあい育む

家庭の日

家庭の日
絵日記コンテスト結果
家庭の日
絵日記コンテスト結果
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優良賞

下野市立国分寺小学校3年
福田　早希さん
「赤ちゃんうんでくれて
　　　　　　　ありがとう」

足
利
市
立
南
小
学
校
２
年

飯
田
　
裕
介
さ
ん

「
な
が
し
そ
う
め
ん
」

日光市立今市小学校4年
齋藤　小夏さん
「大切な時間」

鹿
沼
市
立
上
南
摩
小
学
校
６
年

鈴
木
　
蒼
彩
さ
ん

「
世
界
一
の
カ
レ
ー
」

佐
野
市
立
閑
馬
小
学
校
６
年

川
田
　
心
美
さ
ん

「
か
が
や
い
て
た
線
香
花
火
」

宇都宮市立峰小学校1年
松浦　佳穂さん
「おばあちゃんとのなつやすみ」

栃木市立西方小学校2年
栗山　諒也さん
「ぼくのたん生日」

大田原市立宇田川小学校2年
越井　花南さん
「かぞく」

下野市立緑小学校5年
武澤　朱里さん
「感謝の言葉」

下
野
市
立
薬
師
寺
小
学
校
２
年

髙
橋
　
嘉
風
さ
ん

「
ぼ
ん
お
ど
り
」
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　栃木子どもの本連絡会は、県内の子どもの本に関心のある人、特に子ども
と本をつなぐ活動をしている団体や個人を会員としています。一貫して「子
どもに読書のよろこびを」を中心テーマに掲げ、今年創立36周年になりま
す。このテーマの下、1985年から25回に渡って子どもの本の研修会「栃
木子どもの本サマースクール」を開催しました。また2010年からは国別に
子どもの本について学ぶ「栃木子どもの本連続講座」を開催し、今年度はそ
の第6回「アメリカの子どもの本」を終了しました。大人のための研修会で
すが、毎回、その向こうにいる子どもたちに「読書のよろこび」を伝えたい
という講師の皆さんや受講生の熱気にあふれていて、主催者の私たちも大き
な刺激を受けています。県民会議には、サマースクールの時から連続講座の
今にいたるまでずっと、同じ主催団体として大変お世話になっております。
　子ども時代に読書のよろこびを知ることは、その後の人生において大きな
宝物となります。私たち自身も本を楽しみながら活動を重ねて行きたいと思
っています。

栃木子どもの本連絡会
会長　小金沢　頼子

　このコーナーでは、県内の青少年育成にかかわる団体のトップリーダーに、青少年の健全育成についての
お考えを伺っています。

「夏休み！ワクワクいっぱい　絵本＆キッズワールドinとちぎ」を実施しました

栃木県の青少年の育成活動によせて Vol.4

　8月8日（土）〜9（日）栃木県青年会館及びとちぎ青少年センターにおいて「夏休み！ワクワクいっぱ
い　絵本&キッズワールドinとちぎ」を実施しました。
　本の読み聞かせや人形劇をはじめ、詩人であり絵本作家・翻訳家の顔をもつアーサー・ビナード氏の講
演、藤田浩子氏の講習会などが開かれました。また、武田美穂氏の「きらきらバッジをつくろう！」「お
ばけをつくろう！」や、からすのパン屋さんの「紙粘土でパンづくり」、手作り絵本をつくってみような
ど、子どもたちが自ら参加するワークショップも多数行われ、多くの家族連れで賑わいました。
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県民総ぐるみで結婚・子育てを支援するために県
域を代表する団体が協力して設立した組織です。

詳しくはとちぎ未来クラブへお問い合わせください！
■お問い合わせ先
　公益財団法人　とちぎ未来づくり財団
　　こども未来課（とちぎ未来クラブ）
　電話　028-643-1006　Fax　028-650-5284
　メール　tmirai@tochigi-mirai. jp
　HP　http://www.tochigi-mirai.jp/

公益財団法人とちぎ未来づくり財団　事業のお知らせ
　とちぎ未来づくり財団は、子ども及び青少年の健全育成と県民の文化の向上とを相互に連携し展開することで次代を
担う子ども及び青少年の福祉の増進及び県民の生活に潤いと活力をもたらす文化の振興に寄与するため、各施設を生か
しながら事業を展開しています。

栃木県総合文化センター
問い合せ先　028(643)1000
住所　宇都宮市本町1-8
URL　http://www.sobun-tochigi.jp
E-mail　tmf@tmf.or.jp

●平成27年度とちぎ未来クラブ出会いの場
イベント開催中！

　とちぎ未来クラブ出会いの場イベントが順
次開催されています。詳細はホームページ
にUPしていますので、チェックしてください！
●縁結び事業も実施中です！
　縁結び事業を行う結婚サポーターがお相手
の紹介等をボランティアで行っています。
出会い応援団体のイベントの情報提供もしています。

　子育て家庭に発行している「とちぎ笑顔つぎつぎカー
ド」を、カード事業に協賛する企業や商店に提示すること
で、割引や特典などの優待サービスが受けられます。
　カードは、お住まいの市町の窓口で交付を受けることが
できます（18歳未満のお子様または妊娠中の方のいる世
帯に1枚です）。
　なお、福島県・茨城県・群馬県・埼玉県・新潟県と事業
の連携をしており、各県のカードを取得すれば各県で同様
のサービスが受けられます（近県のカードの申込はとちぎ
未来クラブへ！）

※   新潟県の対象者が18歳未満（※17歳に達した年の最初の3月31日まで）
　に拡大されました！
子育て家庭を応援していただける協賛店舗募集中！

とちぎ出会いサポート事業 とちぎ子育て家族応援事業

　栃木県総合文化センターは宇都宮市の中心部、栃木県庁のすぐ南側
に位置しています。メインホール(1,604名)やサブホール(200〜
500名程度)は、コンサートや演劇、式典や講演会など様々な催し物
でご利用いただいています。また、各種作品の展示場として県内有数
の面積を誇るギャラリー、古典芸能や演劇、音楽の各練習室やリハー
サル室、会議や研修などにご利用いただける会議室や和室は多目的の
用途に適した施設です。

　ご利用の皆様から高い評価をいただいている栃木県総合文化センター。各種施設のみならず、催し物
をサポートする「らくらくサービス」も充実しています。皆様の催し物を成功させる文化創造・発信の
場として、栃木県総合文化センターをぜひご活用ください。お問い合わせをお待ちしています。
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とちぎ海浜自然の家
主催事業のご案内（1月～3月）皆様のご参加お待ちしております！

　とちぎ海浜自然の家では、栃木県では体験出来ないような、海を生かした主催事業を企画して、皆様の参加をお待
ちしております。是非、お越し下さい。

　栃木県子ども総合科学館との共催事業です。子ども総合科学館でプラネタリウムを見た
り、太陽の観察を行ったりします。海浜自然の家に移動して、夜は星空観察。翌日は、海浜
自然の家のプログラムを楽しんでください。すてきな星空が見られるとよいですね！
●期　　日／平成28年1月23日（土）〜24日（日）1泊2日
●募集期間／平成27年11月16日（土）〜12月21日（日）
●募集人員／40名　　●会　　場／栃木県子ども総合科学館・とちぎ海浜自然の家
●参 加 費／大人 5,200円　高校生 3,700円　中学生 3,000円　小学生 2,800円　３歳以上 2,000円　３歳未満 300円（予定）

WE LOVE サイエンス

　茨城県を代表する冬の味覚、あんこうを味わうとともに、迫力あるあんこうの吊し切り実
演を間近で見てみませんか?
●期　　日／平成28年2月6日（土）〜2月7日（日）1泊2日
●募集期間／平成27年12月7日（月）〜平成28年1月11日（月）
●募集人員／250名
●参 加 費／大人 5,100円　高校生 3,600円　中学生 2,900円　小学生 2,700円　３歳以上 1,900円　３歳未満 300円（予定）

海浜の旬・あんこう

　普段は見ることのできない（アクアワールド大洗）水族館の裏側を探険します。きっと、
新たな発見がたくさんあることでしょう!　
●期　　日／  平成28年3月5日（土）〜3月6日（日）１泊２日
●募集期間／平成27年12月28日（月）〜平成28年2月1日（月）
●募集人員／150名
●参 加 費／大人 6,400円　高校生 5,000円　中学生 3,500円　小学生 3,300円　３歳以上 2,000円　３歳未満 300円（予定）

水族館バックヤードツアー

問い合せ先　0291(37)4004
住所　茨城県鉾田市玉田336-2
URL　http://homepage3.nifty.com

/tochigikaihin

栃木県子ども総合科学館
問い合せ先　028(659)5555
住所　宇都宮市西川田567
URL　http://www.tsm.utsunomiya.

tochigi.jp

プラネタリウムからのお知らせ
　栃木県子ども総合科学館には、定員280人のプラネタリウムがあ
り、9月9日から新番組が始まりました。年少向けと一般向けの2種類
の番組があります。年少者向け番組は「ジャックと豆の木〜星の国だ
いぼうけん〜」です。ジャックの物語を通して、秋と冬の代表的な星
座を学べる、ご家族で楽しめる番組です。一般向け番組は、国際光年
にちなんだ新作「未来くんと探る　光の世界」です。星空に関連の深
い光の世界を、科学館のマスコットキャラクター未来くんと元気な女
子高生が分かりやすく解説していきます。また、秋の星座なども合わ
せて紹介します。多くの方のお越しをお待ち致します。
※プラネタリウム観覧料が必要です。（大人210円、小人100円）

イベントのお知らせ
行事名／つきいちあそぼっくる「とり+かえっこ」
日　時／12月20日（日）　12：00〜16：00（受付は15：30まで）
会　場／メインホール・多目的ホール・企画展示室
内　容／『とり+かえっこ』は使わなくなったおもちゃの交換を中心とした子どものまちです。自分で
もってきたおもちゃを「カエルポイント」という通貨を使って交換=かえっこします。集めた「カエル
ポイント」を使って欲しいおもちゃをゲットしよう！また、おもちゃを持ってこられない人も安心して
ください。会場にはクリスマスにちなんだいくつかのゲームコーナーや工作コーナーがあります。そこ
で遊んだり仕事をお手伝いしたりすることで、カエルポイントを集めることができます。　最後に、会
場に集まったすごいおもちゃたちは「カエルポイント」を使ってオークションにかけられます。このオ
ークションもたいへん盛り上がるので、楽しみにしていてください。
※展示観覧料が必要です。（大人540円、小人210円）

星空観察

水族館バックヤードツアー

あんこうの吊し切り実演



　埋蔵文化財センターは、教育施設として県全体の埋蔵文化財の普及事業の中核を担うこととなり、11
月1日に常設展示室をオープンいたしました。発掘調査や考古学の手法による歴史の解明、遺跡から分
かった県内全域の各時代（旧石器〜平安時代）の生活を展示しています。また、土器に触れるコーナーを
設けるなど体験型の展示も行っています。
　なお、開館日のバックヤードツアー、日曜日の勾玉作り（無料）体験も引き続き行っています。
●開 館 日　日曜日〜金曜日
●休 館 日　土曜日、祝日
　　　　　　ただし、11月3日（火）、7日（土）は開館
●開館時間　9：30〜16：30（入館は16：00まで）
　　　　　　バックヤードツアー 毎日2回 10：30〜 14：00〜
　　　　　　勾玉作り（日曜日のみ） 受付は15：00まで
●連 絡 先　0285−43−1791（普及資料課直通）
　　　　　　0285−44−8441（代表）

入
口

出
口

縄文時代

弥生時代

古墳時代

飛鳥･奈良･平安時代

特集展示

栃木の遺跡

埋蔵文化財センターの
仕事

旧石器時代
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なす高原自然の家では、冬も様々な主催事業を計画しております。

なす高原自然の家
問い合せ先　0287(76)6240
住所　那須町湯本157
URL　http://windy-nasu.jp

常設展示室を開設

問い合せ先　0285(44)8441(代表)
住所　下野市紫474
URL　http://www.maibun.or.jp 栃木県埋蔵文化財センター

詳しくは、なす高原自然の家へお問い合わせください。TEL0287-76-6240（担当：室井）

わくわく体験デー③
●期　　日／平成28年2月7日（日）　日帰り
●募　　集／県内小学生以上　40名　　多数の場合抽選
●申込期間／12月7日（月）〜1月7日（木）
●費　　用／中学生以上　1,000円　小人　500円
●概　　要／ 自然の家の冬の定番プログラム。スノーシュー（西洋かんじき)をはいて、

自然の家周辺のハイキングコースを廻る活動です。

クリスマスファミリーデー
●期　　日／平成27年12月19日（土）〜20日（日）
●募　　集／県内在住の親子　　20組　　多数の場合抽選
●申込期間／10月19日（月）〜11月19日（木）
●費　　用／大　人　7,000円　高校生　5,000円　中学生　4,300円
　　　　　　小学生　4,000円　幼　児　3,500円　3歳未満　無料
●概　　要／ ジェルキャンドル作りや、リース作り、ダッチオーブン料理など、クリスマスにちなんだ体

験活動を通して、家族の交流を深める。一面の雪の中でのこんなクリスマスもいかがですか?

冬のファミリーデー
●期　　日／第1回　平成28年1月23日（土）〜24日（日）
   　　　　　第2回　平成28年2月20日（土）〜21日（土）1泊2日
   　　　　　※2回とも同じ内容を実施します。
●募　　集／県内在住の親子（3歳以上）20組　　多数の場合抽選
●申込期間／12月20日（日）〜1月20日（水）
●費　　用／大　人　6,500円　高校生　4,000円　中学生　3,300円
　　　　　　小学生　3,000円　幼　児　2,800円
●概　　要／ ソリ滑りやミニかまくら作りなど、冬の那須ならではの活動がたくさん。

家の中では味わえない冬の自然を楽しむイベントです。

スノーシューをはいて
親子でハイキング

ダッチオーブンで
ローストチキンを作っています

ソリ滑りの様子
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平成 24 年 6 月現在 208 名

足利小山信用金庫
足利市更生保護女性会
一般財団法人栃木県青年会館
一般社団法人ガールスカウト栃木県連盟
一般社団法人

栃木県医薬品登録販売者協会
一般社団法人栃木県銀行協会
一般社団法人栃木県経営者協会
一般社団法人栃木県子ども会連合会
一般社団法人栃木県歯科医師会
一般社団法人栃木県商工会議所連合会
一般社団法人栃木県幼稚園連合会
茨城寺岡オート・ドア株式会社
茨城ビル代行株式会社
宇都宮更生保護女性会
宇都宮西ライオンズクラブ
宇都宮文化センター株式会社
王冠ボウル
株式会社暁恒産
株式会社足利銀行人事部
株式会社アメザワ
株式会社井上総合印刷
株式会社エフエム栃木
株式会社オヤマ
株式会社小山
株式会社小山商会筑波営業所
株式会社島崎酒造
株式会社清水造園
株式会社下野新聞社
株式会社大高商事
株式会社太陽警備保障
株式会社栃木銀行 人事部 
株式会社とちぎテレビ
株式会社栃木ファミリー　
株式会社栃木放送
株式会社中村製作所
株式会社日立ビルシステム

東関東支社茨城支店
株式会社ブレーン
株式会社本田技術研究所

四輪 R&D センター
株式会社松井ピ・テ・オ・印刷
株式会社ミヤプロ
株式会社ユーテック
株式会社陽南荘宇都宮グランドホテル 
株式会社吉野工業所宇都宮工場
上三川町更生保護女性会
環境整備株式会社
菊地歯車株式会社
公益財団法人栃木県体育協会
公益財団法人栃木県農業振興公社
公益財団法人

栃木県ひとり親家庭福祉連合会
公益財団法人栃木県保健衛生事業団
公益財団法人

日本ボーイスカウト栃木連盟
公益社団法人栃木県看護協会
公益社団法人栃木県獣医師会
公益社団法人栃木県食品衛生協会
公益社団法人栃木県防犯協会

公益情報システム株式会社
国際デザインイラスト研究事務所

日東広告企画開発機構
佐野ガス株式会社
佐野市更生保護女性会
佐野信用金庫
佐野地区金融団
下野印刷株式会社
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会
鈴運メンテック株式会社
鈴木印刷株式会社
住販株式会社
滝沢ハム株式会社

「小さな親切」運動栃木県本部
中央労働金庫栃木県本部
都賀総合開発株式会社
東亜警備保障株式会社
東京石灰工業株式会社
東石運輸株式会社
東石建設株式会社
栃木県 PTA 連合会
栃木県アミューズメント施設営業者協会
栃木県医師会
栃木県開拓農業協同組合
栃木県カラオケスタジオ協会
栃木県空手道連盟
栃木県弓道連盟
栃木県建設産業団体連合会
栃木県剣道連盟
栃木県興行生活衛生同業組合
栃木県公共図書館協会
栃木県更生保護女性連盟
栃木県高等学校 PTA 連合会
栃木県高等学校体育連盟
栃木県高等学校長会
栃木県公民館連絡協議会
栃木県古書籍商組合
栃木県コミュニティ協会
栃木県済生会宇都宮病院
栃木県山岳連盟
栃木県市議会議長会
栃木県肢体不自由児者父母の会連合会
栃木県市長会
栃木県市町村教育委員会連合会
栃木県社会教育委員協議会
栃木県射的協会
栃木県柔道連盟
栃木県小学校長会
栃木県商工会女性部連合会
栃木県商工会青年部連合会
栃木県商工会連合会
栃木県職場警察連絡協議会
栃木県女性団体連絡協議会
栃木県書店商業組合
栃木県私立中学高等学校連合会
栃木県神社庁
栃木県信用金庫協会
栃木県信用保証協会
栃木県スキー連盟
栃木県青少年育成アドバイザー会

栃木県青少年育成指導員会
栃木県青少年クラブ協議会
栃木県青少年指導員会
栃木県青少年指導員会連絡協議会
栃木県青少年団体連絡協議会
栃木県ソフトテニス連盟
栃木県ソフトボール協会
栃木県卓球連盟
栃木県たばこ販売協同組合連合会
栃木県地域婦人連絡協議会
栃木県中学校体育連盟
栃木県中学校長会
栃木県中小企業団体中央会
栃木県町村会
栃木県町村議会議長会
栃木県農業協同組合中央会
栃木県農協青年部連盟
栃木県バドミントン協会
栃木県ハンドボール協会
栃木県美容業生活衛生同業組合
栃木県保育協議会
栃木県保護司会連合会
栃木県民生委員児童委員協議会
栃木県遊技業協同組合
栃木県ユネスコ連絡協議会
栃木県ラグビーフットボール協会
栃木県理容生活衛生同業組合
栃木県林業振興協会
栃木県レクリエーション協会
栃木県レスリング協会
栃木県連合教育会
栃木県連合青年団
栃木県労働者福祉協議会
栃木子どもの本連絡会
栃木市更生保護女性会
栃木市青少年問題協議会
栃木商工会議所
栃木たばこの会
トヨタカローラ栃木株式会社
那須塩原市黒磯地区更生保護女性会
那須南農業協同組合
はが野農業協同組合
平石環境システム株式会社
藤井産業株式会社
平成アルミ株式会社
平成理研株式会社
水戸通信工業株式会社
南那須地区更生保護女性会
有限会社荒井モータース
有限会社岩井自動車商会
有限会社正栄社印刷所
有限会社高久燃料店
有限会社ダスキンニューアイドル
有限会社那須クリーンセンター
ユーレストジャパン株式会社
ライオンズクラブ国際協会 333-B 地区

団体会員　（50音順・敬称略） 平成27年10月現在 171団体

栃木県青少年育成県民会議賛助会員のご紹介
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個人会員　（50音順・敬称略）

7 月・8 月・9 月・10 月の新規会員のご紹介（入会日順）

平成27年10月現在 250名

ご入会ありがとうございました。

青　木　克　明
青　木　　　務
赤　羽　恵　子
赤　羽　範　子
阿久津　光　一
阿久津　修　一
麻　生　利　正
阿　部　寿　一
阿　部　博　美
網　野　甚　一
荒　川　　　勉
飯　島　悠　人
五十嵐　一　彦
五十嵐　　　清
池　﨑　重　正
池　澤　真　司
池　田　清　貴
池　田　　　忠
井　澤　一　男
井　澤　晃太郎
石　井　和　樹
石　井　陽　子
石　坂　真　一
石　﨑　金　市
石　嶋　　　勇
石　島　忠　夫
石　嶋　正　巳
石　原　栄　子
石　原　猛　秀
五十畑　一　幸
板　倉　かおる
板　橋　一　好
板　橋　礼　子
一　木　弘　司
市　村　正　司
稲野邉　　　昭
入内澤　滋　夫
入　野　祐　子
岩　崎　　　信
植　木　惠　二
上　田　裕　司
上　野　通　子
宇賀神　源　一

宇賀神　　　透
宇賀神　みどり
宇賀神　源　史
宇田川　幸　代
海老沼　勝　義
大　金　正　道
大　島　　　隆
大　島　美智子
大　塚　弘　司
大　畑　耕　兵
大日向　ミ　ツ
大　森　敏　秋
大　輪　克　哉
岡　田　亜　矢
沖　杉　　　栄
小　倉　次　男
小　髙　　　渉
皆　藤　　　悟
柿　沼　朋　美
梶　　　克　之
加　藤　正　一
加　藤　　　高
加　藤　英　美
加　藤　文　彦
金　子　　　裕
釜　井　康　昭
神　谷　幸　伸
亀　田　　　清
亀　田　浩　一
川　井　明　良
川　井　正　枝
川　越　勝　男
川　島　圭　二
川　田　高　志
川　田　英　樹
河　内　絵　理
川　出　吉　幸
川　村　万壽子
菊　地　修　一
菊　地　　　透
北　見　　　修
木　村　好　文
熊　倉　幸　子

熊　倉　　　繁
黒　須　親　章
黒　田　葉　子
毛　塚　信　夫
小　池　惠一郎
小　池　祐　佳
五　家　眞佐江
小　高　一　紘
小　瀧　信　光
小　竹　欣　男
琴　寄　昌　男
小　林　丈　男
小　林　延　年
小　林　洋　規
小　林　幹　夫
小　林　勇　治
小　堀　辰　夫
五味渕　勇　一
小　森　秀　一
小　森　信　之
小　森　文　夫
小　森　瑞　男
近　藤　　　清
斎　藤　　　淳
齊　藤　　　篤
齋　藤　健次郎
齋　藤　剛　郎
齋　藤　誠　一
齋　藤　なつみ
齋　藤　　　宏
齋　藤　レイ子
坂　本　宏　夫
阪　本　美　穂
櫻　井　紘　三
佐々木　和　美
笹　沼　修　二
佐　藤　　　栄
佐　藤　璋　三
佐　藤　　　誠
佐　藤　雅　人
佐　藤　芳　久
佐　藤　　　良
佐　山　宏　章

塩　谷　節　子
島　田　文　男
神　宮　由美子
菅　沼　大　雅
菅　谷　文　利
鈴　木　　　功
鈴　木　誠　一
鈴　木　敏　夫
須　田　耕一郎
須　藤　　　稔
関　口　　　浩
関　谷　暢　之
瀬　下　敏　明
五月女　裕久彦
相　馬　都喜子
添　田　敦　男
平　　　尚　久
高　野　恵　子
髙　野　嘉　子
高　橋　典　子
髙　橋　文　吉
多賀谷　郁　子
多賀谷　公　久
田　﨑　　　宏
田　代　己　佳
唯　木　郁　夫
田　中　重　夫
田　中　　　茂
田中島　浩　子
田　村　澄　夫
千　金　楽　宏
土　子　俊　雄
土　田　陽　吉
綱　川　　　蓮
螺　良　昭　人
坪　山　和　郎
手　塚　明　彦
富　田　敦　子
中　川　幹　雄
長　島　重　夫
中　島　　　宏
成　島　晋　也
新　沼　隆　三

新　村　一　男
仁　平　　　清
野　上　洋　子
野　澤　秀　江
野　田　尚　吾
野　中　正　知
野　原　佑　介
野　村　節　子
畠　山　正　敏
初　山　孝　行
花　澤　公　久
花　田　美　枝
花　塚　隆　志
早　川　尚　秀
半　田　照　忠
日向野　義　幸
氷　室　　　清
平　池　秀　光
平久保　直　希
平　野　博　章
廣　木　昭　男
廣　瀨　由　佳
深　井　　　孟
福　田　富　一
福　田　英　雄
福　田　文　彦
福　富　良　夫
藤　田　直　也
舩　橋　登美治
船　橋　政　従
古　澤　利　通
星　　　一　男
本　澤　洋　一
前　原　保　彦
眞　尾　　　博
増　山　敬　之
増　山　寿　生
増　田　寿　一
増　渕　直　嗣
増　渕　三津男
真　瀬　宏　子
松　井　正　一
松　江　比佐子

松　岡　千惠子
松　﨑　　　忍
松　本　忠　太
丸　谷　義　道
丸　山　眞　一
水　沼　秀　雄
三　森　文　徳
宮　川　博　始
宮　本　英　男
村　井　美江子
村　上　周　司
村　山　二　郎
茂　木　貴　司
森　田　裕　仁
茂　呂　和　巳
矢　口　ヨシエ
八　嶋　孝　一
柳　澤　邦　夫
矢　野　　　優
山　形　修　治
山　田　美也子
湯　沢　敏　次
横　松　盛　人
横　山　陽　一
吉　新　康　英
吉　羽　　　茂
若　林　和　雄
和　田　敏　明
和　田　雄　次
渡　辺　和　枝
渡　辺　　　渡
綿　引　満　男
渡　部　建　夫

■個人会員
石　井　和　樹 様　　　塩　谷　節　子 様



「心豊かな青少年を育む県民のつどいinさくら市」を実施します！
入場は無料です。ぜひお越しください！

◆平成27年11月28日（土）13:30〜
◆会場：さくら市氏家公民館
　　　第1部　
　　　　開会行事、青少年による発表

　　　第2部
　　　　喜連川公方太鼓さくらによる演奏

　　　第3部
　　　　漫画家・文星芸術大学教授ちばてつや氏講演会
　　　　　　「漫画家ちばてつや　生きるメッセージ」
※詳しくはお問い合わせください
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平成27年11月5日 第205号
毎月第3日曜日は、ふれあい育む家庭の日

【発行】栃木県青少年育成県民会議（（公財）とちぎ未づくり財団青少年育成課）
宇都宮市本町1-8　TEL028-643-1005　FAX028-650-5284　URL : http://www.tmf.or.jp　E-mail : ikusei@tmf.or.jp

栃木県青少年育成県民会議
シンボルマーク

■ 1～2 少年の主張発表　県大会
■ 3～5 少年の主張発表　地区大会
■ 6～7 栃木県青少年育成指導員に聞く！
■ 8～9 家庭の日絵日記コンテスト結果
■ 10 絵本＆キッズワールドinとちぎを実施しました
■ 10 青少年の育成活動によせて Vol.4
■ 11～13 財団事業案内
■ 14～15 賛助会員のご紹介
■ 16 青少年育成県民会議からのお知らせ

栃木県青少年育成県民会議では
「県民総ぐるみで健全なとちぎの青少年を育むために」

　当県民会議は、昭和43年に設立されて、県と一体となり、青少年の健全育成のため、地域の組織づくりや明る
い家庭づくりの推進を始め、環境浄化・非行防止活動に取り組んでいます。
　最近では、特に「心豊かでたくましいとちぎの青少年を育成する県民運動」等により、県民が心を一つにして、
健全な青少年を地域全体で育成していこうとする気運が生まれつつありますが、この運動を更に盛り上げるために
は、地域で活発に活動をされておられる“多くの県民の皆様にも広く協賛をいただいている”という一体感の醸成
が不可欠なものと考えております。
　こうしたことから、県民会議では一層の賛助会員の広がりを期し、県民をあげてこの青少年の健全育成を図る土
壌づくりを更に進めたいと考えております。
　また、賛助会員の皆様からの賛助会費は、貴重な財源として活動経費に充てさせていただいておりますが、より
充実した活動の推進のために、更なる賛助会費が必要となっております。
　つきましては、栃木県の青少年を更に健全に育成するために、以上の趣旨をご理解のうえ賛助会員にご入会いた
だき、お力添えを賜りますよう心からお願い申しあげます。
　平成27年11月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県青少年育成県民会議

理事長　入内澤　滋　夫

賛助会員数（平成27年10月現在）個人　250人
　　　　　　　　　　　　　　　  団体　171団体
賛助会費　団体（１口） 10,000円
　　　　　個人（１口）   3,000円

賛助会員を募集しています。

栃木県青少年育成県民会議からのお知らせ

【発行】栃木県青少年育成県民会議（（公財）とちぎ未来づくり財団青少年育成課）
宇都宮市本町1-8　TEL028-643-1005　FAX028-650-5284　URL : http://www.tmf.or.jp　E-mail : ikusei@tmf.or.jp

「青少年とちぎ」に広告を出しませんか！
●サイズ　１枠（縦４㎝×横１８㎝）もしくは２枠分（縦が２倍）
●年３回発行、１回につき３，７００部
●完全原稿で承ります。カラー、白黒とも可。

●配布先
　県内全市町の役所、公共施設、小中学校等
　約１，５００か所に配布

詳しくは栃木県青少年育成県民会議（とちぎ未来づくり財団青少年育成課）
028−643−1005まで

ちばてつや氏


