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■ 各地の取り組みから�
■ 新シリーズ「施設のもう一つの顔」�
■ シリーズ「育成活動の実際・意見」�
■ シリーズ「とちぎの市町村民会議」�
■「県民の集い」のお知らせ�
■ 各事業所の事業報告等�
■ 新規会員御紹介�

毎月第3日曜日は、ふれあい育む家庭の日�

８月８日（日）、子どもフェスティバル実行委員会・那須町教育委員会主催による「第8回子どもフェスティバル」が、

那須町文化センターを会場に開催されました。当日は晴天にも恵まれ、雄大な那須の自然の中で、来場者約2,400人が

フェスティバルを楽しみました。

また、日ごろ青少年育成県民運動の効率的な推進と青少年の健全育成の普及啓発などにあたっている12名の栃木県青

少年育成指導員が、地域の子ども達に対する健全育成事業の参考とするため、自主研修会として視察しました。

このフェスティバルは、子ども達に地域活動の発表の場を提供し、「遊び」や「チャレンジ」を通して社会性や協調

性を養い、情緒豊かなこどもの健全育成を図ることを目的としています。そして、何より子どもの自主性、自由な発想

を尊重し、大人がそれをサポートする形で開催されるところに特長があります。

プログラムは、

で構成されています。

見るだけでなく、「チャレンジ」、「ふれあい」、「ステージ」にみんなが参加し、さらに運営スタッフとして小学生、

中学生、大学生が活躍するなど、参加者全員が主役になれるお祭りです。

今後は、中学生、高校生、大学生のスタッフを増やし、子ども達主体の開催を目指しています。

那須町�

各地の取り組みから�

1．みんなのステージ舞台発表（おゆうぎ、ダンス、空手演武、エアロビック、那須町子狐太鼓など）

2．チャレンジコーナー（大声コンテスト、空き缶つみ、まるた切り、クツ飛ばしなど）

3．ふれあいコーナー（食べ物やベーゴマ・木工工作などの模擬店）

4．おはなしフェスティバル（栃木県人形劇おはなし連絡協議会による絵本とお話、紙芝居、人形劇など）
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施設のもう一つの顔�施設のもう一つの顔�新シリーズ�

「子どもの健全育成 ～児童館・放課後児童クラブの機能と役割～」

日時：5月14日　会場：パルティ

講師：児童健全育成推進財団常務理事・事務局長　鈴木　一光 氏

■放課後児童クラブとは
子どもが安心できる場所・遊ぶ場所。
学校に行った後、また学校に行くのは疲れる。
子ども達に居場所はあるか。学童で主観的にくつろげるか。
検証しなくてはならない。
放課後児童クラブに勤める皆さんが、放課後児童クラブは
子どもにとって成長のために何が必要か、理論的に説明で
きること、世の中に訴えることが必要。

■福祉とは
自殺の要因を探るとほとんどが人間関係であることが多い。
幸せを感じるときは人間関係がうまくいっている時。
福祉って何だろうか。それは普段のくらしに幸せを感じて
もらうこと。もちろん国に面倒を見てもらいたくないこと、
知られたくない不幸（失恋など…）に耐えられる心を育て
ることも大切。

■子どもを育成する人間として必要なこと
子どもを幸せにする保育士は幸せに育った保育士である。
（石井氏　児童福祉の父）
自分の幸せを分けてあげることができるか。
笑顔が大切。
まずは、自分のことから。
（例として）配偶者が幸せかどうか　
（相手が幸せの条件をもっているか　ではなく、相手と苦
労を乗り越えて幸せになれるかで選んだはず）
気付いたほうから確認すること。待っていてはだめ。
自分の身の回りから点検すること。福祉の基本。

■幸せとは
家族（愛する人）と一緒にいること。
趣味や財務で達成すること。
どのように死を迎えたいか（宗教）。
好きな子嫌いな子。
嫌いな子にそれを悟られないのが人間関係づくりの技術。

■現在の子どもの状況として挙げられるもの
・遊びを知らない
・メディアリテラシーの欠除
・対人関係能力の稚拙さ
引きこもり（30.4才　平均）
パラサイトシングル　（1200万人）高齢化
パブリック・プライベートの区別がない子

幼稚園時代にどんな課題を持っていたのか。現在の課題は。
それらを知って児童クラブにおけるプログラムを組まない
といけない。

■福祉と教育との違い
放課後は福祉。
子どもたちを安定的な精神状態で健全育成しなくてはいけ
ない。
人間の生涯発達課題について学ぶべき。

■児童指導員として、子ども達に対し、
遊びの面での関わり方

1．遊び相手になる
2．メンバーに加わってあげる
3．遊びをリードしてあげる
4．遊びの安全を見守る
5．遊びの情報提供をする。
6．遊びの技術を教える（知識の伝達）
7．遊びの感情のコントロールをする

当財団が管理運営する施設について、その「横顔」を紹介するシリーズで、第１回目は「わくわくグランディ科学ラン
ド」です。
当館は、子どもの科学技術に関する興味を引き出す等の目的がある一方、大型児童館としての役割も担っており、県内

の児童館の指導者等に対し研修会を開催したりしています。昨年度までは、「児童厚生員等研修」と「放課後児童クラブ
指導員研修」を分けて実施していましたが、今年度は「栃木県児童館・児童クラブ職員研修」として統一し、より充実し
た内容で実施されています。
今回はその研修会の中から、5月と7月に開催された講演会の内容を抜粋して御紹介します。
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「現代の子ども達の課題 ～気になる子の理解と対応について～」

日時：7月16日　会場：那須野が原ハーモニーホール

講師：川崎医療福祉大学医療福祉学部　特任教授　佐々木　正美氏

■気になる子　とは
①後天的に問題がある。②先天的に問題がある。
二つを一緒に話すことはできない。
→気になる子が数多くいる背景を中心にお話しします。

■日本の現状
無縁死の増加。
人間は孤独になると欲望が増大する。日本人は突出して孤
立しあって生きている。

■佐々木先生が教わり、尊敬できる先生の考え方など
・サリバン先生（精神科）
人間は、生まれてきたからには、誰だって生きている価値
を知りたい。その意義を知るためには、人間関係からしか
知ることはできない。お隣、お向かいと全く関係なく生き
ていくのは日本人のみ。人間関係を失うと心は病んでしま
う。人間関係を再調整することでしか、回復できない。
・エリクソン先生（精神分析医）
相手に与えていることと、相手から与えられている価値が
等しいことを実感できたとき、（お互い様）本当の人間関
係がある。代表例　夫婦　→　離婚大国日本

■人間関係が全ての基本
自らの子と人間関係を作れない母親が増えている。
日本で起こる殺人事件（半数が家族間で行われたもの）
人間関係に挫折すると、社会に対して不適応行動がでてし
まう。
フランスの研究者
赤ちゃんは、お母さんの笑顔に笑顔で返すようになる。
喜びを分かち合うこと。そこから情緒＝コミュニケーショ
ン能力が発達する。
犯罪行為は自尊心の喪失から。
乳児期から情緒は発達する。
では、大きくなってからでは遅いのか。わからないが、一
生懸命やってあげるしかない。
親は、わが子の将来を幸福にしたい。（そのためにしつけ
ていく）
祖父母は、孫の将来はどうでもよくはないが、孫の現在を
幸福にしてあげたい。
（そして、自分たちもそれを見て幸福を感じている。）
子どもにたくさんの正しいことを教えればよくなる
か・・・・そうではない。
薬の与え方と同じ。

■ロバート・エムディ（社会的参照）
生まれたばかりの赤ちゃんがどのように育っていくかを調
査してきた。20年以上の研究
様々な生い立ちで様々なプロセスを持った子どもの中で、
非行に走る少年少女に何らかの共通点があるのかないのか
を調べる。
共通点があった。6か月から１才半　はいはい・歩行で移
動する。が、全く自由に歩き回っている訳ではない。おや
っと思うことがあれば、そちらに移動したり立ち止まる。
その時、お母さんや保護者が見守っている視線を感じると
き、育つ感情がある。
※社会的参照　（将来社会に出るときそこでのルールを知
ろうとし守る感性）
これがない場合、思春期青年期の非行に関連が深いという
研究結果が出ている。
非行に走ってしまった子どもの過去を調べ、研究を深めて
きた。

■喜連川少年院での調査に参加した際
ほぼ全ては親のことばかり語る。そして、自分のプライ
ド・自尊心・世間体　これが、親とぶつかる。その時、親
は自分のプライドや世間体を優先させる。自分の自尊心は
守ってくれない。
このことを言い方は様々だが、必ず語る。
子どもの自尊心を壊さないように育てることは、決定的に
重要。
自尊心を失わせてしまったら、犯罪につながる。
「自分の親は、自らの自尊心を傷つけても、ぼくの自尊心
を守ってくれる」
このように思ってもらえるようにしたい。

■まとめ
この子に喜びを与えていることをしている自分を喜べるよ
う。
子どもたちがみなさんに一方的な依存を感じれるように。
喜びを分かち合うことが本当の喜び。
子ども同士で楽しく遊ぶように支援してください。
単純に快楽を求めて遊んでいる訳ではありません。努力し
て遊んでいる。規則、ルールを懸命に守りながら遊んでい
ます。共感がある。
倫理・道徳の背景を育てる。
子どもは、遊ばなければならない。

■担当者より
鈴木一光先生のお話しは、児童指導員として、親として、人間として考えさせられるお話でした。

自分と一緒に努力していきましょうという先生の姿勢に多くの指導員の皆さんが感銘を受けたと思
います。また、佐々木正美先生のお話は、「気になる子」「気になる保護者」に対して、ゆとりを持
ち、喜びを分かち合おうとする気持ちの広がった、素晴らしい講演会でした。 ▲育成課　多賀主査
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2歳の孫に、「じいじ大好き。」と言われて鼻の下を伸ばしているこの頃ですが、娘の子育てを身近に見て思う

ことを記したいと思います。

20数年前、養護学校に勤務し、中学3年生を担任したことがあります。2週間の職場体験学習で子どもをお

願いしたいろいろな施設を訪問する機会がありました。それぞれ学ぶことがたくさんありましたが、中でも印

象に残るのは、足利市の知的障害者更生施設「ルンビニー園」に、脳性麻痺で右手の殆ど動かない子をお願い

したときのことです。

｢この子は、右手が動かすことができないので、洋服は右手から着せてください。」と母親に言われている通

りに、園長さんに伝えました。すると、「わかりました。私は、左手から着せることにします。」と言われまし

た。怪訝そうな顔で聞き直すと、「動かないからと右手を動かさなかったら、益々動かなくなる。左手から着せ

れば、右手を動かさざるを得ないでしょ。」とのことでした。以来、その子にとって本当に必要なことは何か、

余計なお世話ではないかを考えるようにしました。

孫は、よく「自分で、自分で」と、私と同じことをやりたがりますが、母親や祖母は、危ないからととか、

壊れてしまうからとか、時間がかかるからとかと、やらせようとしません。欲しくもないのに、大人の満足の

ためにいろいろ与えられたり、やる前から危ないからとやめさせられたり、子どもも大変です。

子育ても青少年の育成も、手を出さずに、にこにこ見守り、異年齢集団でいろいろな体験をさせることが大

切と思っています。

旧湯津上村教育委員会（現大田原市）より青少年育成指導員兼村民会議事務局のお話しをいただき、活動を

始めて10年の年月が経ちました。

今、思い起こしますと昭和63年に県内で第１号の村民会議が発足いたしました。その後、市町村合併までの

20年間この村民会議が続きます。私も事務局として7年間活動をして参りましたが、ようやく今年、大田原市

青少年健全育成市民会議が発足することができました。発足にあたり、御尽力いただいた関係各位に感謝申し

上げます。

旧村民会議の活動としては、村民大会と機関紙の発行や各地区会議との連携をしながら、旧湯津上村（現大

田原市）の行政と地域、そして学校が連携を密にしながら充実した青少年育成の指導と教育の普及に力を傾注

してまいりました。

青少年育成指導員及び村民会議事務局として活動してまいりましたが、これまでの活動を通して、青少年育

成として必要なものは以下にあることだと考えます。このことからも、地域の目指すものは、健全な両親づく

りがまさに必要であります。

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�

大自然の恵みの味、そのままに�
牧場オリジナル乳製品＆肉製品�

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

栃木県青少年指導員（県・青少年男女共同参画課） 丸谷　義道

その子に本当に必要なことは何ですか

栃木県青少年育成指導員（大田原市） 平野　精一

村民大会に思いを馳せる

●｢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）

育成活動の実際・意見シリーズ
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青少年は国の宝であるとともに、町にとっても本当の宝であります。この若者たちには、これからの社会を

支える立派な人たちになっていただくことを期待せずにはいられません。

こうした青少年が地域社会の一員として健全に生活していくためには、自らの十分な自立、自覚が必要なこ

とは当然のことですが、青少年を見守る立場にある地域の大人も一人ひとりが社会のモラルやルールを次の世

代に伝えていく責任のあることを自覚し、実践していく必要があると考えます。

このような中で、塩谷町におきましては、自立し、豊かな心と健やかな体を備え、主体的に社会参加し、社

会の一員としての自覚を有する青少年を育成していくための様々な取り組みを行っております。まずは、小学

生のふれあいと体験を目的とした「ウィークエンド・サークル活動」、「こどもまつり」、「トム・ソーヤ’sキャ

ンプ」、地域の協力によりふれあいを深める「ふれあいスクール」、中高生のリーダー育成を目指した「ジュニ

アリーダースクラブ」、若者の交流を図る「しおyoungクラブ」、広く町民が理解を深める機会とする「しおや

の子どもを育てるフォーラム」等、青少年の健全育成に積極的に取り組んでおります。

これらの取り組みを通じて、地域の人たちとの幅広い人間関係は、家庭や学校では得られない体験や経験を

与え、青少年の社会性を育てます。また、地域で顔の見える関係を形成することは、安全に安心して暮らせる

まちをつくることにもつながります。こうした意味からも、多くの方々の協力を得て、それぞれの場で更なる

取組の充実と発展にお努めいただきますようお願い申し上げます。

栃木県青少年育成指導員（塩谷町） 斎藤　信

わたしたちの青少年健全育成の取り組み

1．子供は、授かりものです。

2．親が感謝や祈りの生活をしましょう。

3．夫婦仲むつまじく暮らしましょう。

4．元気に、明るく、挨拶をする家庭にしましょう。

5．何か、一つでも家の仕事を分担させましょう。

6．子供の長所を大切にし、伸ばしましょう。

7．結果だけ見ないで、その過程を大切にしましょう。

8．親父の出番を大切にしましょう。

9．子供は、認められ、褒められて交わりの中で、いきいきと生きる事をしりましょう。

10．健康な体づくりに努めましょう。

最後に、大田原市湯津上（旧湯津上村）は、那珂川と箒川の清流に囲まれ、日本三古碑の一つ那須国造碑（国宝）、

日本で始めて江戸時代初期に徳川光圀公により学術的発掘調査が行われた上・下侍塚古墳や光丸山法輪寺の天狗面な

ど、全国に誇れる文化遺産が数多くあります。これらの豊かな自然と古代からの文化遺産を活かした青少年健全育成

事業に夢を見つつ思いを馳せ、更なる青少年の育成と教育の発展に努めてまいりたく存じます。
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野木町青少年健全育成協議会は、青少年関係機関団体並びにそれに関連するものの代表者で構成されており、

平成4年の設立以来、委員が相互に協調し、青少年の健全な育成とその福祉の増進に寄与することを目的に様々

な事業を実施しています。

平成22年度の事業としては、7月に「社会を明るくする運動」並びに「青少年の非行・被害防止全国強調月

間」の啓発活動の一環として、町内の中学2年生を対象に標語を募集し、その中から優秀作品を選び看板を作成、

野木町公民館等に掲示しました。

また、11月には「全国青少年健全育成強調月間」に合わせて講

演会を開催する予定です。この講演会は、野木町学校教育祭（町内

の各小・中学校が一堂に会する教育的行事）の講演会と共催で開催

することになりましたが、経費の合理化とより多くの方に来場して

いただけることを期待し、計画しました。

今後は、青少年の関係機関団体との協力体制を密にし、青少年の

健全育成に対する意識の高揚を図るため、町民総ぐるみ活動として

積極的に事業を展開していきたいと思います。

本協議会は、地域や家庭、ＰＴＡ、子ども会育成会等で構成されており、昭和49年に設立され、平成21年に

組織の編成を見直し、現在に至っております。

毎年７月に青少年健全育成市民大会を開催し、青少年が非行に陥ることなく、健やかに育つことがすべての市

民の願いであると同時に、物の豊かな社会となる反面、地域社会の人間関係が希薄となる中で、ふれあいや対話

が欠如するなど、青少年の健全育成を阻害し、非行を誘発する要因が増加傾向にあります。

そこで、社会環境の浄化と青少年の健全育成・非行の防止は、社会的使命であり、学校、家庭、地域がそれぞ

れに果たすべき役割に基づき諸施策を講じていくことはもとより、市民一人一人が深い関心を持ち、地域ぐるみ、

市民ぐるみによる活動を推進することを目的としています。

また、この運動の一環として、学校や家庭、地域の連

携高揚を図り、「社会を明るくする運動」等の普及啓発

に取り組んで輪が広がるよう努めていきたいと思いま

す。

さて、今年の青少年健全育成市民大会では、市内小・

中学校の児童生徒による家族の大切さや、家族の絆等を

テーマとした作文と標語の最優秀賞者を表彰し、作文の

部で受賞された方々の発表を行い、その後、元警察庁警

察官少年犯罪予防委員会代表「幸島美智子氏」による家

庭・地域で考える「子どもを犯罪の被害者・加害者にし

ない子育て」の講演が行われ、一般市民の皆様も、犯罪

等の状況について真剣に耳を傾け、感慨深い内容でありました。

今後「学校」や「家庭」、「地域」と十分に連携を図りながら青少年の健全育成を目指し、新たな活動の思いを

感じたのではないかと大きな期待をしているところであります。

これからも青少年が明るく輝き続けるよう応援し、各種事業を積極的に展開するための支援をしていきたいと

思います。

大田原市青少年育成連絡協議会

野木町青少年健全育成協議会

シリーズ とちぎの青少年育成市町村民会議
22年7月に矢板市青少年育成市民会議が設立され、現在22団体となった青少年育成市町村民会議に

ついて、その活動内容を紹介するシリーズです。

▲「青少年健全育成市民大会」受賞の様子
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6月の第4週、初めての地域懇談会が、開かれました。

今年度から、参加者の皆さんが足を運びやすいよう、県内

3ヶ所に分けての実施としましたが、各会場ともなかなかの

盛況で、活発な意見交換が行われました。

今回の会議には、市町村民会議・市町・栃木県青少年指導

員・栃木県青少年育成指導員会などから累計93名の方が出席

してくださいました。

会議では、平成22年度の県民会議事業報告の後、各地域の

市町村民会議の活動状況についての説明がありました。

さらに下記にあるような様々な案件についての意見交換が

行われ、市町村民会議としての横の連携を深めました。

会場を準備してくださった、さくら市・岩舟町の皆様には

たいへんお世話になりました。

懇談会 時 所 参加
人数 懇談内容

県　北
懇談会 6月21日(月) さくら市喜連川公民館 30名 青少年居場所作り運動

市町村民会議の立ち上げ方など。
県　央
懇談会 6月23日(水) 青少年センター 33名 父子手帳の効果

市町村民会議の立ち上げ方など。
県　南
懇談会 6月25日(金) 岩舟町中央公民館 30名 有害図書自販機の撤去方法

「笑顔いっぱい」のＨＰ化など。

�さくら市喜連川公民館にて

岩舟町中央公民館にて�

青少年育成市町村民会議　地域懇談会開かれる

平成22年度　心豊かな青少年を育む県民のつどい�
～「とちぎ心のルネッサンス」運動推進県民大会in下野市～�

平成22年度　心豊かな青少年を育む県民のつどい�
～「とちぎ心のルネッサンス」運動推進県民大会in下野市～�

平成22年度　心豊かな青少年を育む県民のつどい�
～「とちぎ心のルネッサンス」運動推進県民大会in下野市～�

お知�
らせ�

開催日時　平成22年11月28日（日）12：30～

会　　場　下野市　グリムの館

内　　容　●「社会を明るくする運動」作文コンテスト優秀者発表

●県少年の主張発表最優秀受賞者発表

●下野市立古山小学校吹奏楽部演奏

●講演　｢明日を担う青少年を育むために」

講師　アドラー心理学カウンセラー　鈴木稔氏

主　　催　｢とちぎ心のルネッサンス」運動推進本部

下野市教育委員会・下野市青少年育成市民会議

後　　援　下野市
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日　時：平成22年8月21日(土） 12:30～15：30

内　容：天体望遠鏡のしくみについての解説（学習室１）

天体望遠鏡の作成（学習室１） 今夜の星空解説（プラネタリウム）

天体望遠鏡の操作の解説および練習（科学ランド屋上の天文台付近）

天体望遠鏡で月の観察

平成22年度から季節ごとに１回のイベント「天体望遠鏡を自分で作ってみ

よう」を始めました。現在までに、5月と、8月の2回実施しました。真剣に

望遠鏡制作に取り組む子どもと、手を出さないように我慢しながら温かく見守っている保護者の方々の姿がとても印象

的です。実は、このイベントの大きなポイントは、望遠鏡の操作まで一緒に行うことです。天気がよければ、自分の作

った望遠鏡で月を観察します。8月に実施したときには雲の切れ間からわずかに月が顔を出しました。試行錯誤しなが

らついに月を視野の中に入れたときにはそこかしこから歓声が上がりました。これをきっかけに色々な天体を見て星空

や宇宙に対する興味が増してほしいと思っています。

栃木県と茨城県の小学5・6年生115人の参加の下、8月9日（月）～11日（水）の2

泊3日で「山の子・海の子交流キャンプ」を実施しました。

初対面のメンバーで編成された班活動が中心となりましたが、地引き網体験、野外での

ポークカレー作り、砂浜でのなぎさ活動、漁り火の集いなどを行っていくうちに次第に友

情が芽生え、「交流キャンプ」の楽しさを仲間とともに満喫している様子が随所にうかが

えました。

参加者からも「知らない人と友達になれるか不安だったけれど、すぐに仲良くなれた。

別れるのはさびしい。」「このキャンプに参加して友達が増えた。新しい友達と協力してできた。」「栃木県に海がないの

で、みんなでいろいろな海の活動ができてうれしかった。」の感想が聞かれるなど、実りの多い事業となりました。

漁り火の集い

天体望遠鏡を自分で作ってみよう

山の子・海の子交流キャンプ

真剣に工作する参加者たち

天体望遠鏡操作の練習 自作の望遠鏡で月を観察

天体望遠鏡操作の練習

砂浜活動

楽しい食事

各事業所だより
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なす高原自然の家は、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・雪遊びなどの野外活動、木のクラフトやフクロウの絵付けなどの創作

活動、また体育館でのスポーツ・レクリエーション活動、体験プラザでの調理

活動等、様々な体験ができます。

県内外の学校や社会教育団体等に利用していただくほか、那須高原の豊かな

フィールドを活かした様々な主催事業を開催しています。

今後の主催事業は次のとおりです。ふるってご参加ください。

事業名 実施期日 対　象 定　員

オープンデー 11月 7日(日） 県民一般

クリスマスファミリーデー 12月18日(土) ～ 19日(日） 県内在住の親子 17組

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

県内在住の親子
（3歳以上）

各20組

冬のふれあい広場
（親子でレッツエンジョイ事業）

2月26日(土) ～ 27日(日）
成人の障がい者やその家族
特別支援学校･学級に通う生徒･
児童を含む親子･家族

20組

◆なす高原自然の家ボランティアバンク登録募集
なす高原自然の家では、主催事業のボランティア登録を行っております。
ご協力をよろしくお願いいたします。

対　　象：18歳以上の社会人・大学生等
活動内容：●障がいを持つ方や小学生の活動補助

●創作活動
●レクリエーション　等　

登録方法
●電 話 の 場 合 ：0287（76）6240にご連絡下さい。
●Eメールの場合：件名に「ボランティア希望」と入れ,氏名・電話番号をご記載の上、

z-kodomo03-1@diary.ocn.ne.jpあてに送信下さい。
返信のメールをお送りしますので、登録項目を入力し再度お送り下さい。

自然の家のメールアドレス
QRコード

スノーシュー体験

平成22年度主催事業のお知らせ

※実施日の約2ヶ月前から申込みを受け付けます。申込み多数の場合は抽選となります。
詳細についてはなす高原自然の家へお問い合わせください。（TEL 0287-76-6240）
なす高原自然の家ホームページURL ht tp : / /w indy -nasu . j p /

〈今後の主催事業一覧〉
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新 規 賛 助 会 員 ご 紹 介 �

ご入会�
ありがとう�
ございます�

６月入会�７月入会�８月入会�

■6月入会
菊地　　透様
栃木県中小企業団体中央会様
栃木県信用金庫協会様
前原　保彦様
松江比佐子様

■7月入会
野原　佑介様
小森　瑞男様
和氣　芳道様

社団法人栃木県銀行協会様
嶋田　　隆様
高橋　典子様
関口　　浩様
菊地　道子様
鈴木　敏夫様
斎藤　　淳様
石松　英昭様
加藤　　高様
亀田　浩一様
福田　英雄様

須藤　　稔様
湯沢　敏次様
我妻　貞雄様

■8月入会
大谷　雅典様
大森　敏秋様
高野　純一様
王冠ボウル様
大島美智子様

お知らせ�
平成22年度�
第33回栃木県少年の主張発表県大会速報�

去る9月18日（土）、とちぎ男女共同参画センター（パルティ）において行われた県大会の結果は、下記のとおりです。
詳細は次号に掲載します。

賞 学校名・学年 発　表　者 表　　　題

最優秀賞 茂木町立中川中学校3年 石河　智浩 祖父の生き方に学ぶ

優 秀 賞

真岡市立真岡西中学校3年 東山　理恵 様々な方向から

大田原市立野崎中学校3年 三沼　理紗 私らしく生きる

下野市立石橋中学校3年 荒川　杏映 幸福の基準

奨 励 賞

佐野市立北中学校3年 岡部夕梨夏 人の命をつなぐ医師に

日光市立日光中学校3年 笹沼　ゆり 今、伝えたいこと

日光市立今市中学校3年 中山　奈緒 兄の背中

佐野市立南中学校3年 長島かおり 姉との誓い

宇都宮市立城山中学校3年 松島　悠真 バリアフリーは自分たちの心から

那須塩原市立黒磯中学校3年 荒川　茉捺 守ろう、世界に誇る日本文化

下野市立国分寺中学校3年 山本　紗萌 私の家族

鹿沼市立東中学校3年 駒場　千晴 消えるって？

那須塩原市立箒根中学校3年 橋　柚衣 お互いさま

高根沢町立北高根沢中学校3年 鈴木　淳仁 私が望む世界平和

栃木市立大平南中学校3年 三浦　大地 ｢夢」から広がる僕の未来

宇都宮市立姿川中学校3年 関根　千笑 幸せの輪

那須烏山市立七合中学校3年 雫　　勇気 認め合う心

宇都宮短期大学附属中学校3年 近藤きらら 支えること、支えられること


