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栃木県青少年育成県民会議
シンボルマーク

■   １ 保護者向け冊子「ネット時代の子どもたち」
■   2 親子学び合い事業講師養成講座
■   3 インターネットフォーラム
■   4 青少年育成市町村民会議全体研修会
■   5 ご寄付いただきました
■   6 特集“優良青少年団体”の紹介
 「足利大学全学応援団」
■   7 平成30年度栃木県青少年育成県民会議事業報告
■   8 財団事業のお知らせ
■ 12 6月22日(土)開催「県民のつどいin大田原市」

　県民会議では「ネット時代の歩き方講習会」（H29 年度までは「携帯電話講習会」）を小中学校・
義務教育学校並びに特別支援学校で行ってきました。講習会にご参加いただくことができない保護者
の方々に対しましても、ぜひ、ネット時代の子どもたちの育ちを考えていただきたいという思いから、
新たに『保護者向け冊子』の制作を企画しました。制作にあたっては、講習会の講師として長年お世
話になっております合同会社ロジカルキット下田太一代表に依頼しました。
　この１０年を見てもスマートフォンの所持率は急速に高まり、内閣府が実施した平成３０年度の「青
少年のインターネット利用環境実態調査」の調査結果（速報）では、自分専用のスマホの所持率は、
小学生 35.9％、中学生 78.0％、高校生 99.4％に上っています。
　そのような中、先日、文部科学省がスマートフォンなどの携帯端末の学校への持ち込みを原則禁止
するという方針を緩和する方向で検討に入るとのニュースが飛び込んできました。
　ネット時代だからこそ叶ったことがある一方、失われつつあることにも目を向け、子どもの育ちを大
人も一緒になって考えていく姿勢が求められています。ぜひ、多くの方にご覧いただければ幸いです。

保護者向け冊子「ネット時代の子どもたち」を作成しました！

↑表　紙
（A5版8ページ）

冊子はとちぎ未来づくり財団ＨＰからダウンロードできます（http://www.tmf.or.jp）
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　より多くの学校で親子学び合い事業を展開できるよう、次年度、
講師養成講座を開催します。

●主催　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）

●後援　栃木県青少年のためのインターネット利用環境づくり連絡協議会

　　　　㈱下野新聞社　　　㈱栃木放送
　　　　㈱エフエム栃木　　㈱とちぎテレビ

●募集期間　2019年3月1日（金）～5月31日（金）

●応募条件
　〇  「親子学び合い事業講師養成講座」の４日間（１日

６時間程度）の全プログラムに参加できる方
　　＊  会場は「とちぎ青少年センター」（宇都宮市

駒生）、講座の開催日・講座内容（予定）に
ついてはチラシをご覧ください。

　〇  講師認定後に「親子学び合い事業」の講師と
して活動できる方

　〇  資質向上のためのフォローアップ研修会に次年
度以降、参加できる方

　〇  青少年の健全育成に熱心に活動していただける方
　◆  詳しくは、栃木県青少年育成県民会議事務局までお問い合わせください。なお、応募用紙は県

ＨＰ、とちぎ未来づくり財団ＨＰ(http://www.tmf.or.jp) からもダウンロードできます。

「親子学び合い事業講師養成講座」を実施します

栃木県　栃木県教育委員会　栃木県警察本部　宇都宮地方法務局
栃木県人権擁護委員連合会　栃木県ＰＴＡ連合会　栃木県高等学校ＰＴＡ連合会
栃木県小学校教育研究会情報・メディア教育部会
栃木県中学校教育研究会情報教育部会　栃木県高等学校教育研究会情報教育部会
栃木県私立中学高等学校連合会　安心ネットづくり促進協議会
栃木県青少年指導センター連絡協議会　栃木県青少年指導員会連絡協議会

（構成団体、順不同）

平成31(2019)年度の主な予定 
５月～２０２０年２月 ： ネット時代の歩き方講習会（各学校）
６月１９日(水) ： 栃木県青少年育成市町村民会議等全体連携会議（総合教育センター）
６月２２日(土) ： 心豊かな青少年を育む県民のつどいin大田原市（那須野が原ハーモニーホール）
７月～９月上旬 ： ２０１９「家庭の日」絵日記コンテスト　作品募集
９月２１日(土) ： 第４２回栃木県少年の主張発表県大会（宇都宮市文化会館）地区大会は８月２１日から
１１月１５日(金) ： 栃木県青少年健全育成功労者等表彰式（県公館）
２月２０日(木) ： 栃木県青少年育成市町村民会議等全体研修会（総合教育センター）
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インターネットフォーラムが開催されました
　１月３０日（水）午後１時から、佐野市文化会館（小ホール）を会場にして「青少年のためのインターネット
利用環境づくりフォーラム」が開催され、３００名の皆様が来場されました。
　開会行事の後は、NPO法人青少年メディア研究協会理事長で合同会社ロジカルキット代表の下田太
一氏による基調講演、そして、宇都宮大学准教授の川島芳昭氏をコーディネーターとして迎えたパネル
ディスカッションでした。
　下田先生の「ネット時代における青少年育成のあり方」と題した基調講演では、青少年育成の視点か
ら、ネット時代の子育て・教育の三原則として ①意欲を育む ②思
考力を高める ③危険から守ることを挙げ、主体的に行動できて
ネットを通じて積極的に社会と関われる大人への成長を促し、ス
マホを「使いこなす」人ではなく、スマホが本当に「使える」人にな
るために考えようとおっしゃっていました。
　パネルディスカッションでは、パネリストとして佐野市小中学校
PTA連絡協議会、那須塩原市立日新中学校、下野市教育委員会、
栃木県警察本部の方々が参加し、それぞれの取り組みを発表し
ました。発表の中では、大人と子どもが向き合って話し合える関
係であること、子ども達が「主体的」に、という言葉が取り組みの
キーワードとして繰り返しでてきました。その後、来場者からの質
問を受けてパネリストの方々が回答していきました。最後に川島
准教授が、地域・学校・家庭・関連企業が連携して協働することを
期待して、最終的には栃木県内の基本ルールが作成できるとい
いのではとまとめました。

神宮由美子さんに聞く
　栃木県青少年育成県民会議の賛助会員として２０年にわたりご協力をいただきました神宮由美子さ
んに、「ネット時代を生きる子どもにとって大人の役割とは何か？」をテーマにお話しを伺いました。
−ネット時代の大人に求められることは−
　第一に、インターネットを自分で使えるから良いのではなくて、どう使うべきかを考えてほしいです
ね。子どもがどう使うか、子どもにどんな影響があるかというところまで考えて使ってくれるといいで
すね。便利だからというだけでなく、原点にかえって、この機械を子ども達がどう使って、どこに向かっ
ていくのかを考えて使っていくと良いのではないでしょうか。
−子ども時代の経験で印象に残っていることはありますか−
　小学校６年生の頃、給食室のサイレンを鳴らすボタンが職員室の脇にあったのですが、押したらど
うなるか知りたくて、そのボタンを押したくてたまらなかった。やってはいけないと言われると子ども
たちはやってみたくなりますよね。ある日、ついにボタンを押したら、職員会議をしていた先生達が
慌てて飛んできて、こっぴどく怒られた記憶があります。結果として、そのボタンは押してはいけない
ものだと経験できました。
−ネット時代の今はいたずらももっと巧妙ですね−
　働き方改革といっても少しも余裕のある世の中とは思えません。ＡＩ
やロボットを使って余裕を作ろうとしても、ネットが活躍すると裏側でい
ろいろな問題が生じます。人間の知恵が作り出したものに振り回され
ている世の中ですね。
−最後に伝えたいことを−
　「私はこれでいい」という、周囲に流されることのない自分を持ちた
いですね。インターネットを上手に利用して、自分らしく人間らしく生
きていきましょう。

表紙で紹介した冊子「ネット時代の子どもたち」は神宮さんの寄付金で作成しました。
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　今年度の全体研修会は 2 月 19 日（火）、総合教育センターで開催しました。約 100 名の方にご
参加いただきました。

　午前の県民会議主催の研修内容について抜粋して掲載します。
　栃木県青少年育成指導員（以下、育成指導員）は青少年育成県民運動と
地域の青少年育成活動が活発に展開されることを目的とし、地域のボラン
ティアリーダーとして主導的な役割を果たしています。栃木県青少年育成指
導員会は、栃木県青少年育成県民会議会長（知事）が委嘱している育成指
導員38名から構成されています。会としては年3回の自主研修会等を通し、
個々の資質向上のみならず、様々な関係団体等との連携を深めています。
今回の研修会においては、現会長の土田陽吉氏より、改めて各市町村民会議事務局への協力と体制
づくりをお願いしたところです。

　また、栃木県教育委員会事務局生涯学習課ふれあい学習担当、吉田正
道副主幹からは『地域課題解決型学習プログラム』の紹介がありました。
参加体験型で進めることができ、多様な場面で活用可能であること、さら
には、子育て前世代から見守り世代まで幅広い世代を対象としているという
ことで、参加者の中からも「ぜひ、自分の市で活用してみたい」「プログラ
ムについて具体的な話を聞いてみたい」というお声もいただきました。

　講話では、宇都宮保護観察所の生駒貴弘所長と県保護司会副会長の下妻久男氏より「更生保護」に
ついてご説明いただきました。「更生保護」とは罪を犯した人が再び罪を犯す
ことのないよう、地域社会の中でその立ち直りを指導・支援するとともに、
犯罪や非行のない安全・安心な社会をつくるための啓発を行う仕組みです。
その「更生保護」に直接携わるのが「保護司」です。「保護司」とは、法務
大臣が委嘱する更生保護のボランティアで、保護観察になった人への助言や
指導、矯正施設出所後の生活環境の調整、地域での犯罪予防のための啓発・
宣伝活動などをしていらっしゃるそうです。これまであまり知らなかった保護
司の実際の活動を直接聞くと同時に、保護司が不足しているという話もあり、
参加した皆様からたいへん有意義だったというご意見をいただきました。

平成 30 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

〇県民会議事業説明
　　今年度の事業報告並びに次年度の予定と新規事業について
〇県民生活部人権・青少年男女参画課からの説明
　　とちぎの子ども・子育て支援条例について
　　「とちぎの子ども育成憲章」唱和の協力依頼について
〇栃木県青少年育成指導員会の活動紹介
〇栃木県教育委員会生涯学習課からの説明
　　地域課題解決型学習プログラムについて
〇講話「更生保護について」
＊午後は、「地域教育コーディネーター養成セミナー」に参加
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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17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団体に栗田治江会長から「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、「栃木県少年の主張発表県大会」出場者に対し、記
念品として図書カードを長年にわたりご提供いただいております。昨年9月22日（土）に実施し
た同県大会では栗田会長にご登壇いただき、壇上で代表者に記念品を贈呈しました。

菊池宏行氏（東京石灰工業㈱代表取締役社長）からご寄付いただきました
　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30万円を栃木県青少年育成県民会議へ寄付
し、平成30年12月26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県民会議会長の福田富一知事に手渡され、会長からは感
謝状が贈呈されました。
　菊池社長の“青少年の健全育成に役立ててほしいという思い”から、毎年ご寄付いただき、平
成22年から親子学び合い事業（平成29年までは「携帯電話講習会」、今年度からは「ネット時
代の歩き方講習会」）に充当してきました。今年度この講習会は、県内60校の小中学校、義務教
育学校及び特別支援学校で実施しました。
　懇談の中で菊池社長からは、「当時は携帯電話が普及し始め、少しずつ様々な問題がでてきた
頃であり、現在のようにスマートフォン等が当たり前に使われることなど予測できなかった。寄
付金を充当した親子学び合い事業のニーズがとても高まってきていることをありがたく思ってい
る。」とお話しがあり、会長もまた、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
成にますます努力すると応えました。
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特集「栃木県青少年育成県民会議表彰」優良青少年団体の紹介
～足利大学全学応援団～

　私たち足利大学全学応援団は、昭和48年に創団され今年で
46年目を迎えます。本学は昨年、創立50周年を機に、「足
利工業大学」から「足利大学」へと名称変更され、新たなス
タートを切りました。本学は、大前町（工学部）と本城三丁
目（看護学部）にキャンパスがあり、練習は大前キャンパス
で行っています。応援団の組織はリーダー部と吹奏楽部で構
成され、現在21名で活動しています。
　弊団は、「人を応援するに足る自分を創る」という基本理念のもと、より多くの人々に愛さ
れ、親しまれ、そして必要とされる応援団を目指し、日々活動を行っています。人を応援するに
は、応援される方々が持つ期待とそこで頑張る人々の努力以上のもので応えなくてはなりませ

ん。そのためには団員として活動する際には、日頃から周囲
の規範となるように努めることが必要です。4年間の活動を
通して社会人として必要な礼儀や礼節を身につけることが出
来るものと考えています。
　活動におきましては、一年を通して学内団体の応援はもと
より、入学式や卒業式といった各種行事においても学生へ
エールを送るなど、母校の名誉のために日夜活動しています。
　また、街頭募金活動や福祉施設の慰問などの社会福祉活動

も積極的に行っています。街頭募金では、市内のスーパーマーケッ
ト等の入口に畳10枚分の大きな団旗を掲げ、寒風にも負けず大き
な声を掛け合い、多くの皆様にご協力いただきました。福祉施設で
は、声をかけながら、少しでも元気を与えられればと活動していま
す。毎秋には、「チャリティーフェスティバル」という応援団活動
の発表イベントを開催し、収益金を教育や社会福祉に利用していた
だく目的で全額足利市等へ寄付させていただいています。各年の団
員たちの思いを受け継ぎ実施され、昨年で42回を数えました。今
年は、11月2日(土)に足利市民プラザにおいて開催予定ですのでぜ

ひお越しいただければ幸いです。
　さらに、地域社会に密着した活動にも力を入れており、地
元の成人式では新成人に向けてエールを送り、足利まつりや
地域の夏まつり等のイベントにも参加して地域の方へ向けた
応援をしています。
　弊団は、日本最大規模の「全日本学生応援団連盟」に加盟
し、多くの大学応援団とも親交を深めています。毎年11月に
は、全18応援団が一堂に会して演武を披露し合う記念祭が催

され、その会場は若さに満ち溢れています。しかし現在、応援団は全国的に団員不足という課題
を抱え、活動もままならない状態の大学もみられます。
　時代も「平成」から新たな時代へと移り変わり、大きな変革期を迎えることと思います。先輩
から引き継いだ歴史と伝統を守りつつ、時代の流れに合わせ改善と変革をしながら発展し、挑戦
し続けてまいります。
　皆様にも応援団の活動を知っていただき、皆様に愛される応援団を目指してまいりますので、
今後ともご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

足利大学全学応援団本部　　〒326-8558 栃木県足利市大前町268-1
電話番号　0284-62-0605
メールアドレス　ait.zengakuouendan@gmail.com

お問い合わせ
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平成30年度　栃木県青少年育成県民会議事業報告

事業名 対象 内容 実施時期

１　市町村民会議との連携強化、住民啓発促進に関する事業

⑴ 青少年育成市町村民会議支援
青少年育成市町
村民会議

・市町村民会議の組織強化、活動支援
・市町村民会議対象の全体会議、研修会
の開催
・内閣府主催研修会への派遣

・全体連携会議：100名参加
　6月６日（水）栃木県総合教育センター
・全体研修会：100名参加
　2月19日（火）栃木県総合教育センター
・「子ども・若者育成支援地域連携」
中央研修会（11月26日(月)～27日(火)）
国立オリンピック記念青少年総合センター
那須町、大田原市、野木町から参加

⑵ 青少年育成指導員活動支援 青少年育成指導員
・育成指導員の設置、活動支援
・育成指導員対象の研修会開催、助成
・内閣府主催研修会への派遣

・自主研修会（年3回）
・地区別研修会（8地区）
・「子ども・若者育成支援地域連携」
関東甲信越静ブロック研修会（10月16日(火)）

⑶ 広報啓発 一般県民

・「青少年とちぎ」の発行
・県民運動啓発チラシ、物品等の作成
・「ふれあいフェスティバル」への参加
・新規賛助会員の募集

・青少年とちぎ発行（年3回7,12,3月）
・ふれあいフェスティバル：
11月18日（日）とちぎ青少年センター

⑷ 青少年育成団体連携 各青少年育成関
係団体

・各青少年育成関係団体との連絡調整
・県、市町、団体等の実施する青少年育
成関連事業への共催、後援、参加

・各地区青少年育成協議会総会、研修会
・青少年育成関係団体の連携事業開
催日

２　青少年の自立と社会参加活動の推進に関する事業

⑴ 少年の主張発表大会 中学生
一般県民

・地区大会への助成
・県大会の開催
・全国大会への推薦

・地区大会：応募総数16,705名
　　　　　発表者166名
　　　　　河宇(8/22)、上都賀(8/25)
　　　　　芳賀(8/23)、下都賀(8/23)
　　　　　那須(9/6)、安足(9/6)
　　　　　塩谷(9/13)、南那須(9/11)
・県大会：9月22日(土)250名参加
栃木県総合文化センターサブホール
・全国大会：11月11日（日）
国立オリンピック記念青少年総合センター
《努力賞受賞》
矢板市立泉中学校3年　神立千星さん

⑵ 青少年育成県民会議表彰 一般県民
・青少年育成に功績のあった青少年団
体、個人等の表彰
・永年（20年）賛助会員への感謝状の贈呈

・表彰応募：5月～8月
・審査：9月
・表彰：11月12日（月）県公館
子ども育成・憲章功労者　31名
子ども育成・憲章功労者団体　17団体
社会貢献青少年　3名
優良青少年団体　2団体
賛助会員感謝状贈呈　2名

⑶ 子ども読書活動推進 一般県民 「2018栃木子どもの本連続講座」の実施
　　「子どもに読書のよろこびを」

講座：栃木県教育会館小ホール
　　4回(6/16)(7/8)(7/22)(9/8)

⑷ 生き生き体験活動 ジュニアリーダー
スクラブ等

・中高生のリーダー育成を図る団体への
活動助成 通年　13団体へ補助

⑸
親子学び合い
～ネット時代の歩
き方講習会～

小中学生とその
保護者、及び特別
支援学校等の児
童生徒とその保
護者

・ネット時代をよりよく歩んでいくために
必要な力や環境づくりについて考える
講習会の開催

講習会：5月～2020年2月
　各市町小中学校、義務教育学校
　各特別支援学校等　合計60校

３　「とちぎ　心のスクラム県民運動」推進事業

⑴「県民のつどい」開催 一般県民、青少年育成関係者等 ・心豊かな青少年を育む県民大会の実施
・県民のつどい：10月28日（日）
300名参加
市民“いちご”ホール（真岡市民会館）

⑵「家庭の日」推進 一般県民 ・「家庭の日」絵日記コンテストの実施
・「家庭の日」啓発物の作成

・募集期間：7月2日(月)～9月7日(金)
・応募数：2,567点
・入賞者表彰：11月12日(月)県公館

●平成30年度は以下の事業を実施しました。
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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

とちぎ舞台芸術アカデミー2019【音楽部門】
とちぎが誇る全国音楽コンクール

「第24回コンセール・マロニエ21」

日程：事前審査受付５～６月（予定）
　　　録音審査（第一次）６～7月
　　　オーディション（第二次）８月17日（土）
　　　本選・表彰式１０月12日（土）
会場：宇都宮市文化会館　大ホール
　　　※オーディション・本選のみ（録音審査は非公開）

とちぎ未来づくり財団事業のお知らせ

〜栃木県総合文化センター休館に伴い、財団主催事業は県内各施設で開催いたします。
　（大規模改修工事実施のためホール棟2020年３月末まで、ギャラリー棟７月末まで休館中）〜

★☆主催事業のお知らせ☆★　http://www.sobun-tochigi.jp/performance.html

【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
　TEL 028（643）1013（営業時間10:00〜18:30）
　※休館中も営業しております（日・祝日休業）。県庁西交差点側の入口をご利用ください。

演奏会方式で行うクラシック音楽コンクール。今年度は
トランペット・トロンボーン・ホルン・チューバから成
る金管楽器部門を開催

前身のコンクールから28年の歴史！

「第14回栃木県ジュニアピアノコンクール」
県内でピアノを
学ぶ、小学生か
ら高校生までを
対象としたコン
クール。
併せて、課題曲
公開講座を開催

【予選】８月３日（土）・４日（日）・６日（火）・７日（水）
　　　　栃木県総合文化センター　リハーサル室
【本選】１１月４日（月・祝）
　　　　栃木県教育会館　大ホール
【課題曲講座】５月３日（金・祝）
　　　　　　　宇都宮市立南図書館　サザンクロスホール
※詳細は４月上旬配布予定の参加要項またはＨＰをご覧下さい

平成27年度　第20回金管楽器優勝者　田村優弥（チューバ）

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
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とちぎ海浜自然の家
問い合せ先　0291(37)4004
住所　茨城県鉾田市玉田336-2
URL　http://tochigikaihin.jp/

　とちぎ海浜自然の家では、栃木県で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、お越しください。

迫力のあんこう吊し切り！
● 事 業 名：「海浜冬まつり」
●実施期日：平成31年1月26日（土）～27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、射的、バルーンアート　など
　　　　　　「あんこう吊し切り」
　◦２日目→「選択活動」…ダッチオーブン料理、塩づくり＆つぼ焼きいも、貝の表札づくり　など
●参加者の声：
　◦おまつり広場は、大人も子ども夢中になって楽しめた。
　◦迫力満点のあんこうの吊し切りが目の前で見られてよかった。あんこう汁がおいしかった。
　◦チョコチップと干しいも入りのおいしいスコーンができました。

〜来年度（上半期）事業告知〜　来年度も魅力的な主催事業がい〜っぱい！
①海釣り入門
　◦期　　日：平成31年5月11日（土）～12日（日）　茨城の海でカニ釣り、磯釣りに挑戦
　・募集人数：80名　※県民（参加者全て小学4年生以上）対象
②海浜の旬・メロン
　◦期　　日：①平成31年6月1日（土）～2日（日）　鉾田のメロンは日本一
　　　　　　　②平成31年6月8日（土）～9日（日）
　◦募集人数：各200名　※県民対象
③海浜夏まつり
　◦期　　日：平成31年7月6日（土）～7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・海の子ファミリーキャンプ
　◦期　　日：平成31年9月7日（土）～8日（日）　茨城の家族との交流体験学習
　◦募集人数：30組（栃木20組／茨城10組）
　　　　　　　※栃木県民および茨城県民（参加者全て小学生以上）対象

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。

おまつり広場

あんこう吊し切り

ダッチオーブン料理

なす高原自然の家　今年度の主催事業について
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

　 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「ふれあい登山教室①
～親子でチャレンジ・茶臼岳登山～」を皮切りに、３回の登山教室を行いました。また小学５，６

年生を対象とした２泊３日の主催事業「こどもチャレンジキャンプ」を行いました。「こどもチャレン
ジキャンプ」では、酪農体験やキャンプファイヤー等を実施し、仲間作りや協力することの大切さを学
びました。また、「わくわく体験デー」では、日帰りでキーマカレー作りを行いました。さらには、
１２月、親子でパエリアやシュトーレンを作ったり、クリスマスリースを作ったりした「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）を行いました。２月中旬にも同内容で「冬のファミリーデー
②」を実施しました。また、３月には障がいのある方やその御家族を対象とした「ふれあい広場」も行
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、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。

ふれあい登山教室①～親子でチャレンジ・茶臼岳登山～
〇茶臼岳を背景に参加者集合写真

こどもチャレンジキャンプ
〇酪農体験の様子

なす高原自然の家
主催事業報告
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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

　ユネスコの無形文化遺産に登録された「和食；日
本人の伝統的な食文化」は、「多様で新鮮な食材と
その持ち味の尊重」「健康的な食生活を支えるバラ
ンス」「自然の美しさや季節の移ろいの表現」「正
月などの年中行事との密接な関わり」という４つの
特徴を挙げています。では、そうした今日わたした
ちの慣れ親しむ日本の料理の原点はどこから始まる
のでしょうか。それには今から16,000年前の縄文
土器の誕生までさかのぼらなくてはなりません。土
器というナベが誕生するまでの旧石器時代では、
「生」・「焼く」・「蒸す」が主な調理方法でした。そ
こにナベが加わると「煮る」のレパートリーが増え、
食物を柔らかくし、また、栄養のある汁物がいただ
けるようになりました。

　その後、古墳時代にカマド、鎌倉時代にいろりが
台所に加わり、今のコンロやレンジにつながってき
ます。
　埋蔵文化財センターでは、発掘によって分かった
食生活の歴史を紐解き、私たちの日本食文化がどの
ように形づくられてきたかの一面を、模型も使って
分かりやすくお伝えする企画展示を行います。
　まずは、プロローグとして県庁本館２階のガラス
ショーケースで、「掘ってわかったナベ料理の歴
史」を１月25日～２月21日まで開催。本編は４月
21日（日）～６月16日（日）の期間で、埋蔵文化
財センター企画展示室で行う予定です。どうぞ、ご
期待下さい。

県庁ミニ展示のようす 縄文時代の料理風景の再現（縄文土器は本物）

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31年3月

栃木県青少年育成県民会議
理事長　小　林　延　年

賛助会員数（平成31年3月現在）個人　248人
　　　　　　　　　　　　　　　団体　176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

お申し込みは、http://www.tmf.or.jp/youth.htmlから「賛助会員加入申込書」をダウンロードしてご連絡下さい。
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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
一般社団法人栃木県老人福祉施設協議会
茨城寺岡オート・ドア株式会社
医療法人社団友志会
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
栄研化学（株）那須事業所
栄研化学（株）野木事業所
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（経営管理局　総務部）
株式会社新成エンジニアリング
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
株式会社ユーテック
株式会社吉野工業所宇都宮工場
環境整備株式会社
菊地歯車株式会社
公益財団法人産業雇用安定センター
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柔道整復師会
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
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
佐野信用金庫
佐野地区金融団
下野印刷株式会社
下野市議会
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会
社会福祉法人蓬愛会
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
地方独立行政法人新小山市民病院
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
東石建設株式会社
東石リース株式会社
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・スポーツクライミング連盟
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
栃木県保護司会連合会
栃木県民生委員児童委員協議会
栃木県薬事工業会
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
獨協医科大学病院
トヨタカローラ栃木株式会社
那珂川町更生保護女性会
那須烏山市更正保護女性会
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
芳賀赤十字病院
はが野農業協同組合
芳賀町工業団地連絡協議会
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
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

※個人情報保護のため個人会員の方々は掲載を控えさせていただきます。

栃木県青少年育成県民会議賛助会員（団体）のご紹介
　団体会員（５０音順・敬称略） 平成３１年3月現在　１７6団体

皆様からの温かい
ご支援に感謝申し上げ
ます。
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　シートンの動物物語「狼王ロボ」は子どもたちにぜひ読んで欲しい１冊である。　…ニューメ
キシコ州のカランポー川流域には多くの牧場があり、たくさんの牛や羊が放牧されていた。その
牛や羊を襲う５頭の狼がいた。そのリーダーは特別に体の大きな灰色狼で「カランポーの王、ロ
ボ」と呼ばれ恐れられていた。ロボは強いだけではなくとても賢い狼だった。多くのハンターが
ロボに挑んだが、猟犬も毒薬も罠もロボには通じなかった。▶このロボを捕らえて欲しいという
手紙を受け取った「私」は、カランポーに向かった。現地の人の話を聞き、その土地をつぶさに
見て、「私」なりに工夫をして毒薬や罠を仕掛けたが、それも全てロボに見破られた。▶群れの
中に「ブランカ」と呼ばれる真っ白な雌の狼がいた。足跡を見るとブランカだけはロボの１歩前
を歩くことを許されているようだった。ブランカがロボの妻であることに気づいた「私」は、こ
のブランカを捕らえればロボも何とかなると考えた。▶「私」はロボの行動パターンを利用した
巧妙な罠で「ブランカ」を捕らえ、絞め殺した。その夜からカランポーにはロボの悲しい遠吠え
が響き、ブランカの姿を探して牧場にロボが姿を現すようになった。「私」は132個の強力な罠
を牧場の周囲に仕掛けた。罠の上は元通り土や草で覆い、その後でブランカの死骸を引きずり回
し、最後は切り取ったブランカの脚で足跡を付けた。▶冷静さを失ったロボはついに罠にかかっ
た。激しい憎しみの表情を見せたロボも、鎖につながれると「私」達には目もくれず、静かにカ
ランポーの平原を見つめていた。与えた餌も水も一切口にせず、翌朝ロボはそのままの形で息絶
えていた。「私」はロボの鎖を外し、ブランカの死体のある小屋に運び、その隣に横たえた。
…　　最後まで屈服しないロボの気高さ、それに対する自身の卑劣さ、シートンの動物への愛情
は、こんな「体験」が育んだものに違いない。自然に触れることの少なくなった現代の子どもた
ちにとって、本を通して「体験」することも大切なのではないだろうか。

編 集 後 記

「県民のつどいin大田原市」が6月22日（土）に開催されます！
6月22日（土）　開演13：30　終演16：30
那須野が原ハーモニーホール　大ホール

（大田原市本町1-2703-6）

第１部　大田原市青少年健全育成市民大会
　　　　受賞作文発表
第２部　舞台発表　大田原女子高等学校　ダンス部
第３部　講演　講師：清水　宏保　氏
　　　　　　　（長野オリンピックスピードスケート５００ｍ金メダリスト）
　　　　　　　演題：「ハンディを乗り越えての金メダル」

司会進行　大田原女子高等学校

主催　栃木県、栃木県教育委員会、栃木県警察本部、
　　　栃木県青少年育成県民会議（（公財）とちぎ未来づくり財団）、
　　　大田原市、大田原市教育委員会

　「とちぎの子ども育成憲章」制定１０周年を記念し、“とちぎ”の未来を担う青少年が、夢や希望を持っ
て心豊かでたくましく成長できるように県民運動をより一層推進するとともに、地域全体で青少年を育
てていくという意識を高揚させることを目的として実施します。
　今回は、３歳からスケートを始め、幼少の頃より気管支喘息を患いますが喘息と向き合いながら、トッ
プアスリートとして活躍し、長野オリンピックで金メダルを獲得した清水宏保氏をお招きします。

入場無料
申込み不要です

大田原女子高等学校ダンス部


