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栃木県青少年育成県民会議
シンボルマーク

■ １ 「県民のつどい」開催
■ ２ 怒りはどこから？
■ ３ あらためて「家庭の日」とは
■ ４ ３０名と１０団体を表彰
■ 5 栃木県青少年育成県民会議５０周年
■ ６ 私の地域の青少年育成活動
■ 7 ケータイ・ネットの何が問題？
■ ８ 財団事業のお知らせ
■ １１ 御寄付いただきました

　１月 22 日（日）、栃木県教育会館にて「心豊かな青少年を育む県民のつどい」が開催されました。
今回は、家庭の日制定 50 周年記念事業として開催され、例年よりも多くの関係団体のご後援をい
ただき、又、「家庭の日」に関するコンテストの表彰も行いました。
　当日は、約 450 名の方にお集まりいただき、盛大に開催することができました。
　第一部では、まず「『家庭の日』絵日記コンテスト」と「家族フォトエッセイコンテスト」の表
彰式が執り行われました。入賞者それぞれのご家族が見守る中、会場から温かい拍手が送られま
した。
　続いて中学生による意見発表が行われました。日頃の家族や友人との会話の中で、中学生らし
い瑞々しい感性で気づいたことを堂々と発表
する姿に、会場から大きな拍手が送られまし
た。
　第二部では、まず福田富一知事が「家庭の
日 50 周年に寄せて」と題し、基調講演を行い
ました。「家族がふれあう時間を確保できるよ
う、より一層関係団体の協力をお願いしたい」
と呼びかけました。その後、教育コンサルタ
ントの嶋津氏が「怒らない技術」と題し講演
しました。要旨は次ページのとおりです。

家庭の日制定50周年記念「心豊かな青少年を育む県民のつどい」開催

第　1　部

第66回「社会を明るくする運動」作文コンテスト
最優秀賞作文朗読

「受け入れてくれる言葉」
鹿沼市立北中学校 ２年　田野井　克典さん

第39回栃木県少年の主張発表県大会
最優秀賞発表

「『いいね！』は本当にいいのか」
さくら市立喜連川中学校 ３年　髙瀬　樹さん

開会行事
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「怒らない技術」～子どもが変わる怒らない子育て～
○怒りはどこから？
　「怒り」や「イライラ」は、あたかも対象者が自分に与えているものだと思いがちだが、元をた
どれば、相手の行為や言葉に対して、自分自身が「怒る」や「イライラする」という感情を発生
させている。出来事に意味づけをしているのは自分自身なのである。
○怒ってもいいが、目的を見失わないこと
　「怒らない技術」とは、決して「怒ってはいけない」ということではない。
　怒りの感情は人間にとって大切な感情。怒りの感情をなくすことはできないが、コントロール
することは可能。「怒らない技術」の目的は、怒りの感情の８割は不必要な怒りなので、その不必
要な怒りをなくすこと。残り２割の怒りは、必要な怒りなので正しく表出させよう。怒ってしまっ
た時は、その怒りと向き合い正しく対処しよう、ということである。
○コミュニケーションは成立していない
　親子でコミュニケーションが成立していると思っているのは親だけの思い込み。上司と部下も
そうだが「伝えた」と「伝わった」は違う。お互いが理解を深めるには、怒りという手法を使う
のではなく、お互いの言い分を伝え合い、聞き合うことだ。

ロビー・受付ロビー

2016「家庭の日」絵日記コンテスト入賞者

ロビー・パネル展示

「家庭の日」制定50周年記念　家族フォトエッセイコンテスト　入賞者

第　２　部

「家庭の日」制定50周年基調講演
栃木県知事　福田　富一

講演会
「『怒らない技術』〜子どもが変わる怒らない子育て〜」

講師　嶋津　良智 氏
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あらためて「家庭の日」とは

ふれあいフェスティバル

「家庭の日」運動は、昭和30年鹿児島県鶴田町（現さつま町）で生まれたそうです。鹿児島県教育委
員会の「本県の教育の特色を表す各種データ集」(平成28年6月)に「当時、農作業に追われ休めない農
業従事者が多く、薄れつつあった家族の絆を取り戻そうと、『農休日』などの目的で全国に先駆けて誕
生した」とあります。

　この運動は、青少年の健全育成のための家庭の重要性という観点から全国に広まり、昭和40年1月に
は、秋田県が都道府県で最初に第3日曜日を「家庭の日」として設定しました。また、昭和41年に結成
された青少年育成国民会議の提唱などにより「家庭の日」はさらに全国に広がっていきました。
　栃木県では、昭和37年に県青少年問題協議会の提唱する「不良出版物から青少年を守る運動」の一
環として「母と子の20分読書運動」が始められました。この運動の目的には、親子がともに時間を過
ごすことや親子が話し合いをすることが挙げられています。また、同年の「県青少年代表者会議」で
は、第1分科会で「家庭と青少年」というテーマが取り上げられました。当時の青少年対策は非行防止
や有害環境除去に重点がおかれていましたが、この頃から「家庭」の重要さに焦点があてられるように
なっていきます。
　昭和38年にかけての「年末年始の青少年を守る運動」では、目標の一つとして「青少年のための明
るく楽しい家庭を作ろう」が掲げられました。同年の「夏の青少年を育てる運動」では、「父が早く家
に帰る運動」が実施されました。この運動でも、家庭団らんや親子の話し合いの必要性が強調されてい
ます。
　昭和39年の｢青少年とちぎ第11号」から「第13号」にわたり、九州大学教授 牛島義友 氏の『家庭と
教育』を各2ページにわたって特集しています。また、同年に設定された県の「第2次青少年対策3か年
重点施策」では、それまでの地域活動・組織活動の強化、社会環境整備、青少年施設の充実、非行対策
などに加え、第1次施策では取り上げられなかった「明るい家庭作り」が取り上げられました。「青少
年とちぎ13号」には高度経済成長を背景とした「本県のかぎっ子2万人」という記事もあります。
　昭和40年の「青少年とちぎ第15号」は「青少年と家庭」の特集号とし、全紙面に東京家庭裁判所判
事の 森田宗一 氏の講演を掲載しています。同年には小山市で「るす家庭児童」対策として学童保育会
が誕生しました。また、同年には「るす家庭児童」を意識した「愛のひと声運動」が県民運動に拡大さ
れました。また、このころ始まった「純潔教育」でも家庭の役割の大きさが強調されています。
　このような状況を背景に、栃木県青少年問題協議会は昭和41年4月から毎月第3日曜日を「家庭の
日」とする運動をスタートさせました。これ以後の「青少年とちぎ」には、学校や地域での「家庭の
日」の取り組みや、飲食店の休業・映画の割引・ハイキングコースの案内などが紹介されています。昭
和42年には、現在の絵日記コンテストなどの原型となる「家庭の日の作文」が募集され優秀作品が
「青少年とちぎ」に掲載されました。
　昭和51年に制定された「栃木県青少年健全育成条例」は非行防止や有害環境除去に重点を置いた青
少年保護条例的なものでしたが、平成18年の改正では育成の部分が強調され、第11条で第3日曜を
「家庭の日」とすることが明文化され、絵日記・家族フォトエッセイのコンテストや県の施設の無料化
がなどが始まり、現在に至っています。

　平成28年11月27日（日）とちぎ青少年センターで行
われたふれあいフェスティバル2016に参加しました。
当日は、小雨がぱらつくあいにくの天気にもかかわら
ず、大勢の家族連れが訪れました。当財団では“つくっ
てあそぼう”と題し、パッチンがえるや風車、パラパラ
漫画の工作を行い、子供たちが途切れることなく来場し
ました。コマ回しでは、日ごろ目にする機会の少ない変
わりゴマ（宙に浮くコマ、逆立ちコマなど）に、子ども
から大人まで目が釘付けとなっていました。
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栃木県青少年育成県民会議表彰
　11月8日（火）に栃木県公館にて、県の「栃木県青少年健全育成功労者等表彰式」と合同で、栃木
県青少年育成県民会議表彰を行いました。表彰された方は以下のとおりです。

栃木県青少年育成県民会議表彰 （敬称略）

社会貢献青少年
澤　田　麻　衣

子ども育成・憲章功労者
　明日の栃木県を担う青少年の健全育成を促進するため、「とちぎの子ども育成憲章」の理念に沿った活動
に取り組み、成果のあった団体及び個人を表彰しました。

青　木　富美子　　大　野　利　一　　大　橋　康　徳　　大　橋　嘉　孝　　小　倉　貞　雄
片　柳　　　誠　　神　山　宗　教　　川　嶋　和　子　　川　田　　進　　　河　内　信　康
倉　井　徳　勇　　小　島　佳　苗　　佐　藤　力　夫　　鈴　木　悦　夫　　關　　　ミツ子
寺　内　建　次　　中　川　博　登　　中　里　久　子　　中　島　吉　雄　　中　山　文　雄
兵　藤　一　成　　福　田　モト子　　前　川　清　一　　山　口　要　作　　山　崎　武　夫
山　澤　晴　夫　　横　島　　　茂　　吉　田　京　子　　若　林　忠　雄

子ども育成・憲章功労団体
旭町三丁目自治会子供安全パトロール隊　　　エンジェル国分寺
合戦場地域女性会安全ボランティアの会　　　絹地区子ども会育成会連絡協議会
毛野地区青少年育成会連絡協議会　　　　　　金剛禅総本山　少林寺　真岡中部道院
佐野市スポーツ少年団　　　宇都宮市家庭教育オピニオンリーダー会「ちゅうりっぷ」
栃木市都賀オピニオンリーダー会「らっこっこくらぶ」　　　秘密基地で遊ぶ会
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平成 28 年度青少年育成市町村民会議等全体研修会を実施しました

県民会議設立 50 年 — 平成 29 年度に記念式、記念誌 —

　平成29年2月17日(金)、栃木県総合教育センターにおい
て、平成28年度青少年育成市町村民会議等全体研修会を開催
しました。この研修会は、6月に実施した青少年育成市町村
民会議等全体連携会議と対をなすもので、栃木県青少年育成
県民会議の今年度事業の総括、各市町に設置されている青少
年育成市町村民会議の事業等に関する情報交換、新たな視点
からの研修などがテーマです。今回は72名が参加しました。
　午前の会議では県民会議から今年度の事業報告及び次年度
事業説明を行いました。また、各市町村民会議からも青少年
の健全育成に関する様々な取り組みや課題等の報告をいただ
くとともに、改善策について意見交換を行いました。
　午後は、栃木県総合教育センター主催の地域教育コーディ
ネーター養成セミナーと合同開催とし、千葉敬愛短期大学学
長明石要一氏から「地域の大人に期待される役割」について
の講話がありました。時代と共に社会が変化し、合わせて、
子どもたちの学びの環境も大きく変化してきました。子ども
たちの健やかな成長のためには、家庭・学校・地域のトライ
アングルによる子育てが大切であり、それらをまとめていく
のが地域コーディネーターの役割とのことでした。
　県民会議はもちろん、青少年育成市町村民会議や青少年育成指導員がその役割を担うことで、青少年の健
全育成を推進していきたいと強く感じました。

　栃木県青少年育成県民会議は平成30年（2018年）2月に設立50周年を迎えます。
　戦後の青少年育成活動は、国が昭和24年に設置した「青少年問題対策協議会」、栃木県が昭和27年に設
置した「栃木県青少年問題協議会」などを中心に進められました。しかし、これらの協議会は諮問機関とし
ての限界があるという反省から、国民の総意を結集して青少年健全育成の国民運動を展開する組織として、
昭和41年に「社団法人青少年育成国民会議」が結成されました。
　その後各都道府県でも県民会議の結成が相次ぎ、栃木県は昭和42年12月に「栃木県青少年育成県民会
議」を「会議」として開催し、翌昭和43年（1968年）2月17日には前年の会議の結果を踏まえ「組織（任
意団体）」として「栃木県青少年育成県民会議」を設立しました。
　「県民会議」は、平成7年3月に財団法人化された後、県の行政改革による外郭団体の整理統合が行わ
れ、平成12年4月には「(財)とちぎ青少年こども財団」となり、平成13年には長年県庁内にあった事務局
が、新たに設立された「とちぎ青少年センター」に移転しました。
　その後県議会からの提言と、それを受けた県の方針に基づき、平成23年4月「(財)とちぎ生涯学習文化財
団」と合併して「(財)とちぎ未来づくり財団」となり、事務局も現在の栃木県総合文化センターに移転しま
した。平成25年4月には公益財団法人となり、現在は「(公財)とちぎ未来づくり財団」の青少年育成課が
「栃木県青少年育成県民会議」の事務局として事業を展開しています。
　「栃木県青少年育成県民会議」は世の中の変化と組織としての紆余曲折の中で多くの方々に支えられ、こ
の50年間栃木県の青少年健全育成活動に取り組んで参りまし
た。その50年を振り返り、今後の活動の指針を求めるべく、記
念式の挙行、記念誌の発行を予定しております。ご期待いただ
くとともにご協力をお願いすることもあると思いますのでよろ
しくお願いいたします。
（なお、「心豊かな青少年を育む県民のつどい」は50周年記念
式とは別に、平成29年11月に栃木市を会場に開催します。）

全体研修会

地域コーディネーター養成セミナー

結成総会の様子（昭43.2.17）
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　栃木県青少年育成指導員とは、各市町から推薦され、県民会議会長（県知事）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
た青少年育成活動を行っています。
　今回は「私の地域の青少年育成活動」をテーマに６名の方にお話しを伺いました。

栃木県青少年育成指導員に聞く！ vol.5（最終回）

　青少年育成指導員を引き受けて2年目を迎えました。私は教員をしていますので、勤務先の学校
における青少年育成の取り組みについて紹介したいと思います。
　本校（作新学院高等学校）では毎年年末に希望者を募り、「窓ふき隊」を実施しています。今年
で20年目を迎えました。宇都宮市社会福祉協議会や地域の民生委員さんのご協力のもと、学校周
辺の高齢者宅や、福祉施設をまわって、窓ふきや大掃除の手伝いをしています。毎年100名前後の
生徒が参加して、グループ毎に、午前と午後の2回に分けて実施しています。また最近では、地域
を流れる鶴田川の清掃活動にも参加しています。今後も地域との絆を大切にする若者の育成に努め
てまいります。

宇都宮市
髙橋　史朗

　私の地域での活動は、小学校・中学校の入学式出席から始まります。総会や講演会などは保護者の
皆様と一緒に出席し、運動会・文化祭等も見させて頂きなかでもコミニティ祭りにおいては、運動や
郷土芸能披露、野点でおもてなしをし、日ごろ学校での様子を地域の皆さんに見て頂いてとても好評
です。市民会議としても、通学路等の見回りをボランティアの方々の協力のもと行い、当地域独自の
善行篤行表彰で、教育関係者・地域関係者の方々と協議し、頑張った子供たちを表彰しております。
ほとんどの学校活動・地域活動に参加し学校と地域を親密にする意味においても素晴らしい活動と思
います。三月には、卒業式に出席し、未来ある子供たちの羽ばたきを応援し見送ります。

鹿沼市
竹澤　恵子

　私が住む壬生町では、壬生町青少年健全育成実施委員会を中心に、PTA、青少年育成指導員、保護
司、民生委員、女性団体や行政が連携しながら、地域の青少年の指導、育成、保護矯正に関する、さまざま
な活動をおこなっています。
　また、私が所属する栃木・壬生地区の青少年育成指導員会では、平成28年度の青少年育成活動として、

（一社）栃木青年会議所に協力していただき、栃木・壬生地区の全小学生（10,045名）を対象にした『大
好き!わたしのまち作文&標語コンクール』を開催しました。応募総数は1,241作品。応募作品を通じて

「こども自身が地域の良さを知り、未来の担い手としての自覚を育むきっかけ」になりました。
壬生町

戸崎　裕司

　私は青少年育成指導員になって2年になりますが、その間、とちぎの子どもたちが、夢と希望をもって
心豊かでたくましく成長できるようにと各種団体の方々が尽力する姿を目の当たりにする機会が多くあ
りました。
　佐野市でも「佐野市の青少年とともに育つ市民の会」を平成23年6月に設立し「心豊かな青少年を育
む市民のつどい」を年1回、既に3回開催しました。「子どもはいつでも主役になれる!子どもたちの活躍
を応援しよう」をスローガンに、司会は高校生、子ども主役の文化伝統芸能交流会を大勢の方に見ていた
だきました。つどいの中で「いじめゼロ大人宣言」を唱和しました。素晴らしい会に参加し私自身微力なが
ら、子どもたちの健やかな成長を見守っていきたいと思っております。

佐野市
小代　久子

　今日の社会は他者への信頼関係や結びつきが希薄となり、地域の教育力が低下していると言われてい
ます。子どもたちが心豊かでたくましく成長するには地域の中で多くの人とふれあい、さまざまな体験を
通して色々なことを学ぶことが重要だと考えます。本市では少年指導員を中心に、とちぎの子ども育成憲
章の理念に基づく県民総ぐるみ運動および栃木の子どもをみんなで育てよう運動の一環として平成14
年から「自然体験塾」を定期的に開催しています。本事業は子どもの居場所づくりを目的に自然体験や昔
遊び、世代間交流を通して、他を思いやる心と生きる力を育むのが狙いです。これからも子どもたちと本
気で向き合ってまいります。

那須塩原市
橋本　秀晴

　私たち那珂川町青少年育成協会は、異年齢活動の推奨と、生きる力を養う、という二本柱をモットーに
活動しています。具体的な活動内容の一つには、夏休みのワクワク体験キャンプがあります。町内の小学
１年生から中学３年生までの参加を募り、那須少年自然の家で１泊２日の体験学習です。異年齢の班編成
にて、高学年が低学年の生徒の面倒を見ながら、そして低学年の生徒は高学年の生徒に面倒を掛けまい
と頑張ります。そして同じことがしたくて背伸びして真似をします。
　さて、このイベントの目玉は那須登山です。昨今学校でも地域でも天候やら指導者の不安から子ども
たちに登山をさせる機会がなくなっています。小学生にはとてもハードなカリキュラムですが、中学生や
指導者に励まされ、荷物を持ってもらったりしながら頑張って登頂します。
　私たちは厳しさの中から、優しい気持ち、強い心、恐れない勇気、丈夫な肉体を宿して欲しいと子ども
たちに願っています。
　ちなみに平成２８年のキャンプ登山は雨でしたが強行しました。子どもは雨くらいでは泣きません。むし
ろ泣いたのは大人でした。

那珂川町
矢後　紀夫
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ロジカルキット
下田　太一 先生

10 年目を迎える「携帯電話講習会」（親子学び合い事業）
　栃木県青少年育成県民会議が取り組む「携帯電話講習会」は来年度で10年目
を迎えます。これまでに、延べ305校、約5万人の皆さん（児童生徒・保護者・
教職員等）が受講しました。携帯電話等に関わる問題は、日に日に複雑化し、よ
り深刻になるように見えます。この事業の当初から講師をお願いしている、ロジ
カルキットの下田太一先生に、現在の「ケータイ問題」についてまとめていただ
きました。

●ケータイ・ネットで得られるものと失うもの
　  　いつでもどこでも連絡できることで、私たちの活動は無駄なく効率的に時間を使えるようになりました。

どんな情報でも得られることで、多くのことを知り、考え、行動することが容易にできるようになりまし
た。ケータイ・ネットがある生活は、それまでの生活に比べ格段に便利で快適な生活を実現しています。

　  　しかし同時に、約束を決め計画的に行動する習慣や、電話番号や道を覚えること、連絡が取れない不安と
向き合うことなど、これまでは当たり前にやっていた多くのことが失われはじめています。
●ケータイ・ネットが無い生活の利点とは？
　  　成長期にある子どもたちは、自分でいろんなことを試しなが

ら、徐々に自分なりの問題解決方法やストレスの受け止め方な
どを学びます。外出時の緊張感、身の守り方、知恵を出し工夫
を凝らし他者と助け合うことなどは、精神的な成長を促す大変
重要な学習機会になります。子どもは自ら意欲を持って大人に
なろうとする力を持っているのです。

　  　こうした自然な成長を見守るには、あえてケータイ・ネット
が無い生活を体験させることが有効です。不易であることが子どもたちの精神の成長を促す原動力となるの
です。いちいち指示をして子どもをコントロールするのではなく、子どもが自分で進んで行動できるように
するには、子どもが自ら成長しようとする意欲を育む環境が必要です。
●子どものケータイ・ネット問題とは？
　  　簡単快適なケータイ・ネットに支えられる生活は誰もが好みます。しかし、あまりにも快適な生活では、

子どもたちはどこで人との関わり方、失敗から立ち直る方法や、緊張や不安の対処方法などを学ぶのでしょ
うか？

　  　ケータイ・ネットが与えてくれる可能性にはすばらしいものがあります。しかし、それらの可能性を選択
するには、土台となる目的意識が不可欠です。目的意識が子どもっぽいものであれば、当然子どもっぽい行
動が起こります。それがいじめや生活の乱れなどの問題につながるのです。

　  　ケータイ・ネットのような「メディア」には、包丁や自転車のような道具とは異なる性質の危険性があり
ます。それは、自分から好んで行動したことが問題になることです。昨年夏に話題になったポケモンGOが
分かりやすいケースです。ま
るで、ケータイ・ネットが利
用者に魔法をかけているよう
に、見事に判断を狂わしてし
まうのです。

　  　便利で快適な生活とは、思
い通りに好きなことができる
ことが当たり前の生活を意味
します。成長途上の子どもた
ちにとって、思い通りの生活
環境が与えるものと、逆に成
長に必要な不易な生活が与え
るものを比較する大人の支援
が、今求められています。

「子どものケータイ・ネット利用は何が問題か」

携帯電話講習会　実施校数
栃木県青少年育成県民会議単位：校数
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１　とちぎ出会いサポート事業
とちぎ結婚支援センター
宇都宮市大通り２-１-５明治安田生命宇都宮大通りビル６階
電話　028-688-0880　　Fax　028-688-0881　　Ｅ-mail：msc-tochigi@athena.ocn.ne.jp
H  P　http://www.msc-tochigi.jp/

２　とちぎ子育て家族応援事業・とちぎ未来クラブについて
とちぎ未来クラブ事務局：栃木県保健福祉部こども政策課（下野新聞社委託予定）
宇都宮市塙田１-１-20 
電話　028-623-3068　　Fax　028-623-3070　　Ｅ-mail：kodomo@pref. tochigi.lg.jp
H  P　http://www.tochigi-mirai.jp/

詳細はホームページにてご確認ください！

とちぎ未来クラブの連絡先が変わります！
　（公財）とちぎ未来づくり財団が運営していましたが、平成 29 年 4 月 1 日より下記のとおり、
運営先が変わります。

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、各施設を活か
しながら事業を展開しています。

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。

栃木県総合文化センター
問い合せ先　028(643)1010（文化振興課）
住所　宇都宮市本町 1-8
URL　http://www.sobun-tochigi.jp
E-mail　tmf@tmf.or.jp

♪とちぎ未来づくり財団主催公演情報♪
諏訪内晶子（ヴァイオリン）＆

ボリス・ベレゾフスキー（ピアノ）

世界三大コンクールの一つ“チャイコフスキー国際コン
クール”で優勝を果たした二人が夢の共演!!
６月25日（日）14：00開演
会　　場／メインホール
全席指定／一般6,000円　学生3,000円

【プログラム】
ベートーヴェン：  ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調

op.24｢春｣
ヤナーチェク：ヴァイオリン・ソナタ
プロコフィエフ：5つのメロディーop.35bis
R.シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調op.18

☆好評発売
中！

【チケットに関するお問い合わせ】
　栃木県総合文化センタープレイガイド
　TEL028（643）1013（営業時間 10:00 〜 19:00）

ⓒ吉田民人 ⓒ Yuri Bogomaz

【出演】
橋之助 改め 中村芝翫
国生 改め 中村橋之助
宗生 改め 中村福之助
中村梅玉　ほか

【演目】
一.  猩　々（しょうじょう）
二.  襲名披露 口上
三.  熊谷陣屋（くまがいじんや）

7月11日（火）昼の部13：00開演　夜の部17：30開演
会　　場／メインホール
全席指定／特等席6,800円　一等席6,000円
　　　　　二等席5,000円（二等席25歳以下2,500円）

4月9日（日）発売開始！

松竹大歌舞伎
中村橋之助改め八代目中村芝翫襲名披露

中村国生改め四代目中村橋之助襲名披露
中村宗生改め三代目中村福之助襲名披露
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　栃木県内には当館を含め 43 館の児童館があります（栃木県児童館連絡協議会加盟館）。この数は、全
国的に見て決して多い数とは言えず、「児童館フェア」は、実際に児童館で実施しているあそびを体験し
ていただき、地域の子育て支援拠点としての役割と有用性を、広く県民のみなさんに PR する機会とし
て開催しています。
　18 回目となる今回は、有志 31 館が 14 の「あそびのブース」を出展。各児童館が地域で提供してい
る自慢のあそびを持ち寄りました。
　毎回新しいあそびを提供しているのがフェア最大の魅力ですが、工
作あそびはブンブンゴマの進化形『パーフェクトぶんぶん』（野木町）
を筆頭に身近な素材を使った楽しい工夫に子どもたちは目を丸くして
いました。また、子どもたちを震え上がらせた『高根沢町児童館おば
けやしき』（高根沢町）、魔法使いになるための修行に挑戦する『魔法
学校へのお誘い』（足利市）といった体験あそびが増えたことも今回の
大きな特徴でした。
　今回も県内からたくさんの子どもたちが参加。あそび体験参加延べ
人数は 4,888 名で盛況となりました。楽しいあそびはこの日だけでは
ありません。今度は、フェアで出会った地域の児童館で、子どもたち
の笑顔が広がっていくことでしょう。
●会　　場 : 栃木県子ども総合科学館
●主　　催 :（公財）とちぎ未来づくり財団　子ども総合科学館
●協　　力 : 栃木県児童館連絡協議会
●実施日時 : 平成 29 年 2 月 19 日（日）　12:00 〜 15:30
●参加児童館：31 館
●参加延べ人数：4,888 名

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

●事業名：「海浜冬まつり」
●実施期日：平成29年2月4日（土）〜5日（日）　1泊2日
●実施内容：
　・１日目→  「おまつり広場」…スノードームづくり、型抜き、射的、ミニゲーム
　　　　　　「あんこう吊し切り」
　・２日目→  「選択活動」…つみれ汁づくり、塩づくりとつぼ焼きいも、貝笛づくり　

など
●参加者の声：
　・  目の前であんこうの吊し切りが見られてよかった。あ

んこう汁が美味しかった。
　・おまつり広場は、大人も子どもも楽しめた。
　・  さんまをさばいて美味しいつみれ汁ができた。家でも

やってみます。
〜来年度（上半期）事業告知（予定）〜来年度も魅力的な主催事業がい〜っぱい！

　詳しくは、とちぎ海浜自然の家のホームページをご覧ください。
　とちぎ海浜自然の家では、今後も、栃木県では体験でき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。ぜひ、お越し下さい。

①磯釣り入門
　・  期日：平成29年5月13日（土）〜14日（日）
　　　　　大洗の海で磯釣りに挑戦
　・  募集人数：40名　※県民（小学校4年生以上）対象
②海浜の旬・メロン
　・期日：平成29年6月10日（土）〜11日（日）
　　　　　鉾田のメロンは日本一
　・募集人数：250名　※県民対象

③海浜夏まつり
　・期日：平成29年7月8日（土）〜9日（日）
　　　　　地引網体験ができる人気の夏まつり
　・募集人数：250名　※県民対象
④山の子・海の子交流キャンプ
　・期日：平成29年8月7日（月）〜9日（水）
　　　　　茨城の小学生との交流体験学習
　・募集人数：120名（栃木県80名／茨城県40名）

※県内および茨城県小学校5･6年生対象

とちぎ海浜自然の家

迫力のあんこう吊し切り！

「第 18 回児童館フェア」を開催しました。

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

あんこう吊し切り

貝笛づくりスノードームづくり
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　なす高原自然の家では、８月に行われた 1 泊２日の主催事業「エンジョイネイチャー〜初級から中級まで
の登山教室〜」を皮切りに、小学５，６年生を対象とした１泊２日の主催事業「子どもチャレンジキャンプ」
などを行いました。「こどもチャレンジキャンプ」では、北温泉までのハイキングとそこでの温泉プールを楽
しみ、仲間作りや協力することの大切さを学びました。また、創作・調理活動の日帰り事業「わくわく体験
デー」、さらには、１２月、親子でピザやローストチキンを作ったり、しめ縄を作ったりした「クリスマスフ
ァミリーデー」、１月には、親子での雪遊び・スノーシューハイキング・かまくら作りを中心とした「冬のフ
ァミリーデー」（ともに１泊２日の主催事業）を行いました。２月中旬にも同内容で２回目も実施しました。
最後に、３月には障がいのある方やその御家族を対象とした宿泊事業「ふれあい広場」を行いました。
　それぞれの主催事業では、天候による多少の変更はあったものの参加された皆様より大変、御好評をいた
だきました。来年度も、さらにバージョンアップした主催事業を準備したいと思います。

なす高原自然の家
なす高原自然の家　今年の主催事業

問い合せ先　0287(76)6240
住所　那須町湯本 157
URL　http://windy-nasu.jp

　埋蔵文化財センターでは、平成29年１月27日に栃木
県庁北別館で埋蔵文化財担当者研修会を開催しました。
県および県内各市町から、埋蔵文化財保護に取り組む担
当者47名が参加し、講演を聞き、県教育委員会文化財
課から事務連絡を受け、埋蔵文化財に関する情報交換な
ども行いました。
　今回の講演では、東日本大震災以来、福島県内の文化
財レスキューに取り組まれてきた、福島県立博物館の高
橋満主任学芸員をお招きし、「被災文化財と震災遺産　
—記録･活用法の一つ—」と題してお話しいただきまし
た。近年、各地で地震、洪水、火山活動などの自然災害

が多発し、文化財にも被害が及んでいます。県内の埋
蔵文化財担当者にとっても、いつ、どこで起こるかわ
からない自然災害に対する備えは重要です。講演で
は、被災した文化財の救助･修復･復興について色々な
アドバイスをいただいたほかに、「震災」という大き
な出来事に対して、人々がどの様に対処したか、その
全てのことが「震災遺産」という、後世に伝える大切
な「文化財」なのではないか、といった重要なご指摘
もいただき、充実した研修となりました。

問い合せ先　0285(44)8441
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

「エンジョイネイチャー②」〜数か所の鎖場を通る朝日岳登山〜
出発前の集合写真より

「冬のファミリーデー②」
自然の家北側・自然研究路入口での「かまくら作り」の1コマ

研修の様子

福島県立博物館主任学芸員高橋満さんの講演
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栃木県更生保護女性連盟よりご寄付いただきました
　1月19日（木）、ホテル東日本宇都宮にて栃木県
更生保護女性連盟「新春のつどい」が開かれ、その
席上で当財団を含む13団体に「愛の募金贈呈」があ
りました。
　栃木県更生保護女性
連盟からは、このほか
少年の主張県大会出場
の中学生に対し、記念
品として例年図書カー
ドをご提供いただいて
おります。

栃木県更生保護女性連盟は55周年を迎えられました。おめでとうございます。
【更生保護女性会綱領】
　1　  私たちは、一人ひとりが人として尊重され、社会の一員として連帯

し、心豊かに生きられる明るい社会をめざします
　2　  私たちは、更生保護の心を広め、次代を担う青少年の健全な育成に

努めるとともに、関係団体と連携しつつ、過ちに陥った人たちの更
生のための支えとなります

　3　  私たちは、知識を求め自己研鑽に励むとともに、あたたかな人間愛
をもって明るい社会づくりのために行動します

新春のつどいでの贈呈

少年の主張での記念品贈呈

当財団評議員　菊池宏行氏（東京石灰工業㈱代表取締役社長）が県へ寄附
　当財団の評議員を務める東京石灰工業株式会社及び佐野ガス株式会社の代表取締役社長である
菊池宏行氏が、青少年の健全育成に役立ててほしいと30万円を県へ寄付し、平成28年12月21日
（水）に栃木県庁において寄付金ならびに感謝状の贈呈式が行われました。
　当日は、菊池社長から寄付金の目録が福田富一知事に手渡され、知事からは感謝状が贈呈され
ました。
　懇談の中で菊池社長は、「インターネットの普及により、子ども達は実体験に基づく知識や価
値観が醸成されにくくなっている。適切な判断能力を身につけられるよう寄付金を活かして欲し
い」と話されました。知事もまた、例年の寄付に対し謝辞を述べるとともに、青少年の健全育成
にますます注力すると応えました。

　当財団では、県内の小中学校等にお
いて携帯電話との正しい付き合い方を
学ぶ「親子学び合い事業携帯電話講習
会」を実施しています。菊池社長から
県への寄付は、この事業の費用の一部
として活用させていただきます。
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　青少年育成に「マニュアル」なんか存在しないと考えていました。一人一人の青少年はさまざまだし、地域や市町に
よっての取り組みもさまざまです。すべての場合を包括するマニュアルなどあり得ないし、逆に、マニュアルがあるこ
とによって、マニュアルのことだけやって満足してしまう、とか、マニュアル外のやり方をするために大変な労力を要
するなど、マイナス面ばかりが思い浮かびます。
　ところが、「こころの東京革命」を展開する東京都には「青少年育成マニュアル」があることを知りました。さっそ
く中身を見てみるとマニュアルというより資料集に近いものです。青少年育成に取り組む上で役に立ちそうな情報が網
羅されています。あそこまでまとめるのは大変だったのではないかと思います。また、富山県には「青少年育成県民運
動推進指導員活動マニュアル」というのがあります。こちらもかなりの資料を載せていますが、指導員の取り組むべき
事柄の記述もかなり充実していて、編集の苦労が読み取れます。どちらのマニュアルも何かあったときにはとても参考
になるものと感じました。
　ただ、新任の若い人がこのマニュアルだけを見て仕事に取り組むとしたら、それはちょっと無理がありそうです。
「取扱説明書」は、最初はそれを頼りますが操作に熟練しなければいつまでたってもただの初心者です。一つの機械の
操作に熟練した人は、それ以外の機械もうまく操作できるものです。さらに本当の熟練者は初心を忘れません。
　ちょっと困ったときに見るマニュアルがあることはとても助かりますし、新しいことに取り組むときにもマニュアル
が大いに参考になります。その有用性は大きなものです。しかし、ただマニュアルのみに頼って仕事をするとどうで
しょう。やはり、マニュアルの向こう側の現実を見据える目や、「ここはマニュアルから外れて」という判断のできる
確かな考え方が大切でしょう。
　平成30年2月、栃木県青少年育成県民会議は設立50周年を迎えます。県民会議には冊子としてまとまったマニュアル
はありませんが、切磋琢磨の50年があります。県民会議事務局は、一方でこの50年に頼りつつ、一方でこの50年にと
らわれることなく、今後も栃木県の青少年育成に取り組んでいく所存ですのでよろしくお願い申し上げます。（福）

編 集 後 記

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「とちぎ心のスクラム県民運動」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、更なる支援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29年3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29年2月現在）  個人　255人
　　　　　　　　　　　　　　　  団体　169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


