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ごあいさつ
昭和41年5月、国においては、次代を担う青少年を心身ともに健やかに育

てるために、「青少年育成国民会議」を結成し、これに呼応して、昭和43年

2月に栃木県においても「栃木県青少年育成県民会議」が発足、県や市町村、

青少年育成市町村民会議をはじめ各種団体、関係機関との連携強化を図りな

がら青少年の健全育成を積極的に推進してまいりました。

平成7年3月、より積極的な県民運動の展開と組織強化のため「財団法人

栃木県青少年育成県民会議」として法人化され、平成12年4月には、栃木県

の子どもたちを多方面から健やかに育てていくために、子どもと青少年の育

成に関わる財団法人が再編・統合され、財団法人栃木県青少年育成県民会議

を母体に、「財団法人とちぎ青少年こども財団」が誕生いたしました。

さらに平成23年4月には、子ども及び青少年の健全育成や福祉の増進、県民文化の振興等に寄与するために

財団法人とちぎ生涯学習文化財団と合併し、「財団法人とちぎ未来づくり財団」として新たに発足、平成25年4

月には公益法人の認可を受け、「公益財団法人とちぎ未来づくり財団」となりました。現在は公益財団法人とち

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、青少年の健全育成を図る事

業を展開しております。

このように栃木県青少年育成県民会議が長くそして活発に活動でき、その機関紙「青少年とちぎ」が200号

を迎えることができましたことは、関係各位の多大な御尽力の賜物と心から感謝いたしております。

さて、明日の“とちぎ”を担う青少年が、夢と希望を持って心豊かでたくましく成長することは、県民すべて

の願いです。

今日、少子高齢化の進行や高度情報化の進展、価値観の多様化、厳しい雇用情勢等に伴い、青少年を取り巻く

環境は大きく変化し、青少年を狙った犯罪やいじめ等が問題となっているほか、ニートやひきこもりなど社会的

自立に困難を抱える若者が増加傾向にあります。また、インターネット接続機器の多様化に伴い、青少年が様々

なトラブルに巻き込まれる事案が後を絶たないなど、新たな課題も生じております。

これら青少年を取り巻く環境を改善し、心豊かでたくましい青少年を育て、その可能性を伸ばしていくために

は、全ての皆さまが共に手を携えて、県民総ぐるみで青少年の健全育成に取り組むことが、切実に求められてい

ると感じております。

県民会議といたしましても、決意を新たにし、関係機関・団体等と更なる連携を図りながら、青少年健全育成

県民運動の中核としての役割を果たして参りたいと考えております。

賛助会員及び県民の皆様の温かい御支援・御協力をお願いいたしますとともに、今後一層の御尽力を賜ります

ようお願い申し上げます。

平成26年2月

栃木県青少年育成県民会議　会長

栃木県知事　福田　富一

おかげさまで200号を発行する運びとなりました。これもひとえに県内で青少年の健全育成に日々尽

力されている皆様のおかげと感謝いたしております。心より厚く御礼申し上げます。

青少年健全育成の機運をますます高めるために、引き続きご支援のほどお願い申し上げます。
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■｢青少年とちぎ」創刊号

記念すべき第1号は、昭和37年5月1日に発行されました。

当時の横川信夫知事の「発刊に寄せて」にもありますが、県内各地で青少年の健全育成のためにご尽力い

ただいております関係者の皆様の懸け橋となるような、また、とちぎの次代を担う青少年が心豊かでたくま

しく育つために少しでも役立てていただけるような紙面を目指してまいります。

今後ともぜひご愛読くださいますようお願いいたします。



青少年育成県民会議優良青少年団体等表彰

11月13日(水)に栃木県公館にて、県と合同で「栃木県青少年健全育成功労者等表彰式」を開催しました。

この表彰式では、県の栃木県青少年健全育成表彰、「家庭の日」絵日記コンテスト入賞者表彰に併せて、栃

木県青少年育成県民会議（とちぎ未来づくり財団）では、栃木県青少年育成県民会議優良青少年団体等表彰、

栃木県青少年育成県民会議賛助会員感謝状贈呈を行いました。

県民会議からの表彰者は以下のとおりです。

「栃木県青少年育成県民会議優良青少年団体等表彰」

明日の栃木県を担う青少年の健全育成を促進するため、善行青少年、優良青少年団体・グループ、青

少年の育成に功績のあった個人及び団体を表彰しました。

（五十音順、敬称略）

柏田　 苑佳　　小谷野 将馬　　平沼　 法華

宇都宮未来クラブ　　国際医療福祉大学社会福祉研究部あじさい　　台新田育成会・子ども会

今井　 勝己　　大阿久 安弘　　大橋 幸代　　加藤 富男　　神島 馨　　黒川 祐子　　斉藤 隆則

白井　 健次　　須藤　 幸江　　関口　 佐主　　関根 ケイ子　　関根　 誠一　　　岩　 貞一　　竹井 あけみ

立野　 庄一　　土屋　 忠直　　露久保 一夫　　寺内 進　　中野 計　　原田　 忠　　松原 正明

森島　 仁　　山菅　 昭八　　吉澤　 佳世　　渡邊 美津子

善行青少年

「栃木県青少年育成県民会議賛助会員感謝状贈呈」

20年以上継続して賛助会員に加入していただいた方に感謝状を贈呈しました。

（五十音順、敬称略）

北見　　 修　　熊倉 幸子　　佐藤 誠　　新村 一男

一般社団法人栃木県商工会議所連合会

株式会社エフエム栃木

特例社団法人栃木県医薬品登録販売者協会

栃木県カラオケスタジオ協会

栃木県更生保護女性連盟

栃木県女性団体連絡協議会

栃木県ハンドボール協会

栃木県レクリエーション協会

栃木県レスリング協会

日光市藤原・栗山地区更生保護女性会

個人会員（4名）

団体会員（10団体）

優良青少年団体・グループ

青少年育成功労者

足利警察署管内少年指導委員会

黒本子どもお囃子会

逆面獅子舞愛好会

栃木県立大田原東高等学校

定時制教育振興会

中地区子ども会育成会連絡協議会

那須こども自然塾（みちくさの会）

日光警察署管内少年柔道活動推進会

若木町子ども会育成会

青少年育成功労団体
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11月23日（土・祝）、佐野市 生あくとプラザ大ホールにて「心豊かな青少年を育む県民のつどい in

佐野市」を開催しました。

開催市の佐野市、佐野市教育委員会、佐野市の青少年とともに育つ市民の会の皆様のご協力及び県内各

青少年育成団体のご後援をいただき、盛大に執り行うことができました。

また、当日は青空が眩しいほどの素晴らしい快晴となり、佐野市民の方はもちろん県内各地から480名

の皆様にお越しいただきました。お忙しい中、ありがとうございました。

第1部の青少年による意見発表では、素直な視点でのさわやかな発表に、多くの聴衆の皆様から大きな拍

手が送られました。

また、佐野市在住で県内をはじめ全国で活躍中のピアニスト、新井啓泰氏による第2部「あなたも知って

る！ピアノ名曲コンサート」では、一度はどこかで聞いたことのあるメロディーの数々に酔いしれました。

第3部は、「にしゃんた」氏の講演会です。講演のテーマは「ちがう人との出会いは学びと成長のパスポ

ート」でした。にしゃんた氏はスリランカ出身で、現在は日本国籍を取得し大学で教鞭をとっています。

氏の体験に基づいた、青少年の育成に携わる大人たちに向けてヒントになるようなメッセージ性のあるお

話で、親しみやすい語り口でわかりやすくお話しいただきました。

長時間にわたる大会となりましたが、会場は最後まで熱気に包まれました。

「心豊かな青少年を育む県民のつどい in 佐野市」開催

第　1 部

第　２　部 第　３　部

第63回“社会を明るくする運動”作文コンテスト

中学生の部最優秀賞

矢板市立片岡中学校3年　佐藤隼平さん

「明るい社会とは」

第36回栃木県少年の主張発表県大会　

最優秀賞

那須烏山市立烏山中学校3年　須山優菜さん

「支え合う社会」

新井啓泰ミニコンサート

「あなたも知ってる！

ピアノ名曲コンサート」

にしゃんた講演会

「ちがう人との出会いは

学びと成長のパスポート」
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「心豊かな青少年を育む県民のつどい」は、明日の“とちぎ”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、県民ひとりひとりの意識の向上と、青少年の育成に携わる団体の活性化を目

的に毎年一般公開で開催しています。

第2部では、佐野市立犬伏東小学校6年勅使川原崇くんに新井啓泰さんとの連弾でご共演いただきました。

演奏はもちろんのこと、世代の鎖を実感するようなほほえましいステージでした。

また、展示コーナーでは「とちぎの子ども育成憲章」実践事例のパネル展示、「『家庭の日』絵日記コンテ

スト」の入賞作品の展示、並びに「佐野市の青少年とともに育つ市民の会」の活動ＰＲ展示を行いました。

県民総ぐるみで青少年の健全育成に取り組みましょう

多くの県民の皆様にご来場いただき開会しました 第２部の連弾での新井啓泰さんと勅使川原崇くん

各種展示も好評でした

「とちまるくん」と「さのまる」がお出迎え 当日の会場「 生あくとプラザ」
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生き生き体験活動報告

青少年がリーダーとなってボランティア活動などに取り組む団体に、補助金を交付しています。今年度は9団体に

交付しました。前号で3団体（日光りーだーず、野木ジュニアリーダースクラブ、塩谷町ジュニアリーダースクラブ）

の活動を掲載しましたが、今回は6団体を紹介します。

鹿沼ボランティアユース　kavy(かーぶぃ)

「鹿沼ボランティアユース　kavy(かーぶぃ)」は鹿沼市を拠点に平成18年度から活動して

います。

活動内容は、鹿沼市内で行われる様々な行事やイベントの運営のお手伝いや、出店などです。

そのなかでもメインとなる活動として、「夏のキャンプ事業」(鹿沼市子ども育成連絡協議会

主催)があります。これは小学生高学年を対象としたキャンプで、子どもたちが普段は経験でき

ない体験をし、精神的に成長する場となっています。私たちはそのキャンプの運営や企画、子

どもたちのサポートなどを行っています。そして、「子ども達にこんなお兄さんお姉さんにな

りたい」と思わせるような活動をし、子どもたちへ良いお手本になるため努力しています。

その他の活動としては、「鹿沼市成人のつどい」の運営の手伝い、「学びフェスティバル」や

「にこにこフェスタ」などのイベントでの模擬店出店などがあります。

私たちは現在、中高生から大学生、社会

人までの全26名で楽しみながら、また助け

合いながら日々活動しています。最近では

kavyの活動に加え、成人者たちの部を作り、

自主的に活動する動きも出てきています。

今後はもっと鹿沼市内の様々な団体と関わ

りながら活動し、学び、経験し、成長して

いきたいと考えています！
にこにこフェスタ（工作コーナー）

学びフェスティバル（模擬店出店）

子ども会キャンプ事業

高根沢リーダースクラブ

高根沢リーダースクラブは子ども会への協力・地域社会への奉仕・会員の自己の向上及び相互の親睦を深めることを目的として活動し

ています。現在は高根沢町近隣在住・在学の15名が在籍し、ボランティア活動等に積極的に参加しています。

6月に行われた幼児・小学生を対象とした「こどもまつり」では、リーダースが主になってミニゲームコーナー（ビー玉はこび・輪投

げ）を作り、子どもたちと楽しい時間を過ごしました。町のキャラクター「タンタン」と「モモタン」の着ぐるみも大好評でした。

また、8月には町教育委員会において子ども自身や子どもに対する大人の人権意識を高めるために開催された「高根沢町子ども会議」

にファシリテーターとして参加し、主に小中学生の緊張をほぐすゲームや会議の進行を行いました。

色々なイベントを経験するごとに、一人ひとりがリーダースの自覚を持って行動できるようになってきたと思います。

今後は、社会貢献活動だけでなく、リーダース主体で活動するイベントも企画していきたいと思います。

こどもまつり参加メンバー タンタン・モモタンの着ぐるみ 子ども会議の様子

キャンプでの食事

生ジュニアリーダースクラブ

私達 生ジュニアリーダースクラブは昭和55年に発足して以来、「地域に必要とされる高校生になろう」

「ありがとうは魔法の言葉」を合言葉に活動しています。

今年から中学生も仲間に入り、幅広い年齢層での活動となりました。月１回の定例会をはじめ、子ども会

のレクリェーション指導や「くずう原人まつり」「さのマラソン」などのイベントのお手伝いなど、年間で

80回以上の活動をしています。私達のリーダースでは自主事業にも積極的に取り組んでいます。

クラブの主な事業を紹介します。

①チャレンジキャンプの運営

一昨年まで市の事業であったキャンプを私達のクラブで引き継ぎました。小学5年生～中学3年生を

対象に2泊3日の日程で、クラブのメンバーは各班付きリーダーとしてサポートに付き、参加者が自主

的に活動できるように心がけました。今年も参加した42名全員が全日程を終了し、笑顔で下山するこ

とができました。昨年の参加者との再会もあり、とても充実したキャンプになりました。

②クリスマス宅配サンタ

子ども達の夢をつなぐため、毎年クリスマス宅配事業を地域の団体に協力していただき行っていま

す。事前にお父さんやお母さんからお預かりしたプレゼントを、サンタとトナカイの格好をしたクラ

ブメンバーが各家庭で待つ子ども達に届けました。今年も38軒の家庭に夢を届ける事ができました。

このような事業を通じて「地域に必要とされる高校生」となり、自己形成を図ることを目指し「地域愛を

持つ高校生」になれるよう日々活動に取り組んでいます。

チャレンジキャンプ

クリスマス宅配サンタ
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宇都宮未来クラブ

私たち宇都宮未来クラブ（ＵＦＣ）は、宇都宮市内のパワフルな中学生や高校生を中心に活動しているボランティア団体です。

私たちの活動の柱である、「ボランティア」「研修」「仲間づくり」に基づき、主に宇都宮市内で活動しています。

自主事業としては、かるたをとおして宇都宮の魅力を知ってもらうことを目的として、子どもたちが作成した“宮かるた”を使った

『宮かるた取り大会』の開催や、市内の小学校6年生を対象に、宇都宮の歴史・文化・産業・まちづくり等を学んでもらう『こども未来

会議』の開催など、主体的に事業を展開しています。

その他、ボランティア団体等と協力をして、東北復興支援活動や募金活動を行ったり、宇都宮市主催の植樹活動への参加、地元宇都宮

のお祭りである「ふるさと宮まつり」におけるパレード参加等、多くの実施主体と連携・協力のもと、多方面に及び活動しています。

今後は、各団体との交流を深めていくことで、活動の拡大と団体同士の活性化、ネットワークの形成を目指して活動に取り組んでいき

たいと考えています。

そして、当団体の本来の目的である、21世紀を担う地域のリーダーの育成に努めていきたいと思います。

「新春！宮かるた取り大会」の様子 「ふるさと宮まつり」パレード参加 「こども未来会議」研修会

足利ジュニアリーダースクラブ

様々な高校に在籍する15人のメンバーによる本クラブは、「引き受けたボランティアは、きちんとやり遂げる」ことを共通理解とし、

毎月の定例会でスケジュール等を確認するほか、未来づくり財団の補助金を活用してレクリエーション研修会を開催するなど、しっかり

とした準備をした上でボランティアに参加するように努めています。それにより、会員のレク技術も向上し、育成会やこども館等からの

支援要請も少しずつ増えており、会員の自信に繋がっています。

また、市の行事への協力も積極的に行っており、今年度は鑁阿寺(ばんなじ)本堂の国宝指定にあわせ、本市イメージキャラクターの

「たかうじくん」と一緒に、同寺境内での「おもてなし活動」を約１カ月間毎週行いました。訪れる観光客などに積極的に声をかけ、「た

かうじくん」と一緒に写真を撮影するなどしたこの活動は、新聞・テレビにも取り上げられ、会員にとっても印象に残る活動となりまし

た。

今後も、ボランティアを通じ社会貢献の喜びを体感するとともに、会員相互の親睦を図りながら活動をしていきたいと考えています。

キャンプレクの後、全員集合！ 『たかうじ君』と一緒におもてなし クリスマス会で「メリークリスマス！」

矢板市ジュニアリーダースクラブ

「矢板市ジュニアリーダースクラブ」は高校3年生が引退し、現在は中学生3人、高校生4人で活動しています。地元地域で行われて

いる夏祭り等のイベントや、市で開かれる体験教室にボランティアで参加し、多くの子ども達とふれあいながら個人のスキルを磨いてい

ます。25年度の総会の時に「何か自分たちが主催のイベントをやりたい！」という言葉を受け、近隣のジュニアリーダースとの交流と、

自ら磨いてきたバルーンアートを人に「教える」ことの学習と、更なる技術の向上を目的に、プロのバルーンアーティストを講師として

招いて研修及び交流会を行いました。

その他にも、地域の子ども達を集め、交流と「ジュニアリーダース」を知ってもらうために、クリスマス会を開きました。体育館を使

って体を動かしたり、一緒にクリスマスケーキを作ったりと忙しい一日でしたが、無事に終了したときのメンバーはひと回りもふた回り

も成長していました。このような経験をたくさんして、将来、地域で活躍することを願っています。

ジュニアリーダース主催　クリスマス会 バルーンアート研修会及び交流会 公民館祭りでの遊びコーナー
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親子学び合い事業　携帯電話講習会を実施しています

青少年の非行防止に向け、青少年を取り巻く情報環境の理解を深めるための「児童生徒と保護者のための

携帯電話講習会」を実施しています。

今年度は、県内41の小中学校等で実施しました。

　私たち聴覚障害を持っているからこそ目

や動きで理解しようとします。文章の読み取

りに引っかかってしまうことがあると思い

ました。だから、メールをするときはさらに

気を付けて文章を読み取っていきたいと思

います。　

県 立 学 校 生 徒 　

　携帯電話は便利な道具だけれど、注

意して使わないと危険な道具になっ

てしまうと思いました。これから先、

携帯電話を持つことになったときは、

ルールを守って正しく使いたいと思

います。　

小 学 校 児 童 　

　メールやネット上で何も考えずに

やりとりする事の危険性や、人間関係

の重要性をもっと考えないといけな

いと思いました。親は携帯電話を安易

に使いがちで、考えさせられました。　

　文字や絵文字だけで伝えるメール、

それによって起こる勘違いの恐さな

どが、改めてわかりました。中高生の

ネットトラブルのニュースが多い中で、

身近な危険から、自分の身は自分で守

らなければならないと思いました。　

中 学 校 生 徒 　

小 学 校 保 護 者 　

　とても話がわかりやすく、中身の濃

い内容だったと思います。携帯電話を

持つことは同時に「自己責任」も持つ

ものだと感じました。生徒と共に学ぶ

ことができ、参加して良かったです。　

中 学 校 保 護 者 　

中 学 校 教 諭 　

　文字だけで相手の本当の

気持ちを理解することは出

来ないという話は、生徒にと

っても大きな衝撃になった

と思います。今回の講習会を

きっかけに、携帯電話の使用

を控えることができれば、今後、

子どもたちのトラブルや事

件が減っていくのだろうと

思いました。　

実施した学校から感想が届きました

講習会は、視覚的にも分かりやすく、児童生徒の皆さんとコミュニケーションをとりながら進めていきます。

コミュニケーションの大切な要素、メール利用の注意点、ネット犯罪の仕組みなど、子どもが携帯電話やイ

ンターネットを利用する際の問題点や注意点について、身近なテーマを使って紹介します。今まで気づかなか

った新しい視点からの講演が大変好評です。

ぜひ、保護者の皆さまにもご参加いただき、家族みんなで携帯電話の使い方について話し合ってみませんか。
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平成25年度　未成年者喫煙防止対策協議会が開催されました

平成25年11月21日（木）、宇都宮市ホテルニューイタヤ
にて未成年者の喫煙防止に向け、平成25年度未成年者喫煙防
止対策協議会が開催されました。栃木県たばこ販売共同組合
連合会が主催、栃木たばこの会・JT㈱宇都宮支店・栃木県警
察本部・栃木県・宇都宮市・栃木県青少年育成県民会議など
関係機関が参加して、今年度の総括と今後の活動について協
議しました。

1 青少年補導状況等（県警少年課）
平成25年10月現在、未成年者の不良行為による補導

は12,606人（前年同期比3,272人減）で、この中で喫
煙によるものは3,146人（前年同期比1,107人減）でし
た。補導総数に占める喫煙の割合は25％と減少傾向にあ
ります。特に中学生の喫煙が前年比－53％と大幅に減少
しています。

また、未成年者喫煙禁止法違反による親権者や小売店
の検挙数も21件、21名と減少しています。これにはこの未成年者喫煙防止対策協議会が果たしている役割
が大きいと思われます。今後とも各団体のおけるご協力をよろしくお願いしたいと存じます。

2 平成25年度総括（栃木県たばこ販売協同組合連合会）
（１）手売り売場での、未成年らしき購買者に対する年齢確認と身分証提示の徹底
（２）25年4月よりインターネットによるタスポカードの申請に変更
（３）未成年者への直接活動として、未成年者喫煙防止のため「ポケットティッシュ」の配布を実施

①平成25年度未成年者喫煙防止キャンペーン実績（栃木県独自活動）

②平成25年度未成年者喫煙防止強調月間未成年者喫煙防止キャンペーン実績（全国都道府県で実施）

3 平成26年度に向けては、引き続き関係機関が連携し、更に未成年者喫煙禁止に向けて活動していくこと
を確認しました。

●｢青少年とちぎ」に掲載する有料広告を募集しています。問い合わせは青少年育成課まで。（TEL 028－643－1005）

H22 H23 H24 H25.10

補導総数 18,151

喫煙 5,233

構成比 29％

小学生

内
　
　
　
　
容

11

中学生 394

高校生 1,429

大学生 64

各種学校 172

有職少年 1,544

無職少年 1,619

18,399

5,263

29％

3

467

1,412

82

225

1,541

1,533

18,359

4,650

26％

0

323

1,294

66

206

1,600

1,361

12,606

3,164

25％

0

134

803

39

128

1,101

959

実施組合名 実施日時 実施場所 ティッシュ配布数量 実施人数

宇都宮組合 4月12日（金）7：30～ ＪＲ宇都宮駅前 4,000個 49人

栃木組合 4月23日（火）7：15～ 栃木駅前 3,000個 21人

鹿沼組合 4月17日（水）7：30～ ＪＲ鹿沼駅前 1,500個 25人

小山組合 4月22日（月）7：15～ 小山駅前 2,000個 25人

黒磯支部 4月16日（火）7：00～ 黒磯駅前 1,000個 21人

氏家組合 4月15日（月）6：30～ 氏家駅前 500個 16人

合　　　　　　計 ６か所 12,000個 157人

実施組合名 実施日時 実施場所 テッシュ配布数量 実施人数

宇都宮組合 7月19日（金）7：30～ ＪＲ宇都宮駅前 3,000個 47人
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栃木県知事賞（１事業所）

公益財団法人とちぎ未来づくり財団理事長賞（7事業所）

株式会社東武宇都宮百貨店 （宇都宮市）

（従業員数：540名　事業内容：各種商品小売業）
2013年度に厚生労働省の「次世代育成支援対策推進法」認定マーク「くるみん」を取得。
短時間勤務制度については、小学校4年生になるまで利用可能で、子どもが3歳に達するまでとする法を上

回っている。
妊娠、出産、育児を理由に退職した人の再雇用制度は登録制で、実際の再雇用も多く、また、育児休業中

の職業能力向上のための取り組みとして、通信教育で各種資格取得を推進している。
その他にも、家族と一緒に過ごす休暇として、年一日、家族や本人の記念日に休むことができる「アニバ

ーサリー休暇制度」を取り入れたり、ポジティブ・アクションの取り組みとして、「女性活躍推進プロジェク
ト」を発足し、女性の活躍を後押しし全社的な活性化を目指している。

とちぎコープ生活協同組合 （宇都宮市）

（従業員数：980名　事業内容：生協組合員対象の商品サービス購買供給）
2010年に厚生労働省の「次世代育成支援対策推進法」認定マーク「くるみん」を取得。
育児休業制度については、法を上回る3歳まで延長可能。また、短時間勤務制度についても、子どもが3歳

に達するまでとする法を上回っており、30分単位で2時間までかつ小学校就学前まで（小学校3年終了時ま
で延長可）となっている。

さらに、育児休業中の職員の交流会を実施することにより、情報交換や復職に向けての意識向上に役立て
ている。

受賞の感想

このたび栃木県知事賞を頂き、ありがとうございます。当

社は、従業員一人ひとりが能力を発揮し活躍できる職場づく

りの一環として、制度整備に取組んでいます。今後は、子育

ての経験を仕事に還元できるようサポート体制を充実させ、

イキイキと仕事に取り組むとともに、お客様にもやさしい百

貨店を目指します。

受賞の感想

とちぎコープは、次世代育成支援行動計画の中で職員が仕事と子育て

を両立させることなど、ワーク・ライフ・バランスの実現にむけ、職員

全員が働きやすい職場環境づくりを進めています。今後も、子育て中の

職員だけでなく、全職員が仕事と家庭を両立でき、その能力を十分発揮

できる環境整備と職場風土改革に取組んでまいります。

平成25年度「子育てにやさしい事業所」顕彰事業所紹介

栃木県及び公益財団法人とちぎ未来づくり財団では、法律に準拠した育児休業制度・子育てと仕事の両立を容

易にする制度の整備や、従業員に配慮した柔軟な雇用管理の実施など、子育てと仕事の両立支援の取組が優れた

事業所を「子育てにやさしい事業所」として表彰することにより、これらの取組の普及を図っています。

本年度は次の事業所の顕彰が決定し、11月15日に栃木県庁昭和館正庁にて顕彰式を執り行いました。

生協グループ内の育児休職者
交流会の様子子ども参観日の様子
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シーデーピージャパン株式会社 （宇都宮市）

（従業員数：1,248名　事業内容：人材派遣業）
2010年に厚生労働省の「次世代育成支援対策推進法」認定マーク「くるみん」を取得。
2011年に厚生労働省が実施している均等・両立推進企業表彰において、（均等推進企業部門）及び( ファ

ミリー・フレンドリー企業部門） で栃木労働局長表彰を受けている。
また、県の「とちぎ働きやすい企業」として登録されており、「女性の能力発揮に積極的な企業」として業

務に取り組んでいる。
その他にも、育児休業中の職業能力向上のための取り組みとして、研修などの受講を促したり、育児休業

制度の内容に従業員の意見を反映するなど、全社的に仕事と家庭の両立支援を推進している。

受賞の感想

厚生労働省の「次世代育成支援対策法」認定マーク「くる

みん」を平成22年に取得し、平成23年に、栃木労働局長よ

り「均等推進企業部門優良賞・ファミリーフレンドリー企業

部門優良賞」を同時受賞いたしました。平成26年度は、女

性の活躍の場を増やすための施策として、託児施設との提携

により、面接・職場見学時の託児料を当社が負担する等の援

助により、女性の働きやすい環境の整備を図ってまいります。

和田工業株式会社 （宇都宮市）

（従業員数：29名　事業内容：管工事業）

2013年に厚生労働省の「次世代育成支援対策推進法」認定マーク「くるみん」を取得。

2011年に初めて男性職員が育児休業を取得。

職場体験活動（インターンシップ）への協力として、宇都宮工業高校の生徒を毎年受け入れているほか、

地域の草刈りに参加するなど地域とのつながりを積極的に持っている。

受賞の感想

この度は、「子育てにやさしい事業所」の表

彰を頂き、深く感謝しております。

当社には、小学生以下の子を持つ従業員が

多く、子育てと仕事の両立ができる環境づく

りが必要と考えました。今後も、働きやすく

時代に即した労働環境を整備してまいりたい

と思います。

インターンシップの様子 社員家族とバーベキュー

株式会社マロン （鹿沼市）

（従業員数：45名　事業内容：婦人既製服製造・販売）

県の「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」企業である。

育児休業制度の期間について、規則にはないが、希望すれば3歳まで取得することができ、在宅勤務につい

ても、希望すれば可能である。さらに、学校行事参加の場合は遅刻、早退、欠勤、外出について有給で認め

る規則があるほか、学校の夏休み時期などに子連れ出勤を認める規則があるなど、ユニークな制度を取り入

れている。

受賞の感想

この度は「子育てにやさしい事業所」理事長賞をい

ただき、ありがとうございました。

12年前に社長に就任した頃、私自身も小・中学生

2人子育て中の母親でした。核家族が増える昨今、女

性の「子育てと仕事の両立」の大変さは、身をもって

理解しております。仕事で遅くなれば家庭に申し訳な

い、家庭のために早く帰れば職場の仲間に申し訳ない。後ろめたさを感じ、精神的にホッ

とすることがないのが働く女性の現状です。

「子育てにやさしい」＝「女性にやさしい」です。子育ても仕事も頑張るママ達が笑顔でいられるような職場が目標です。
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五月女総合プロダクト株式会社 （栃木市）

（従業員数：412名　事業内容：レジャー、アミューズメントの経営）
育児休業中の職業能力向上のための取り組みとして、関連業務に関するセミナーの受講等を促進している。
地域貢献として、チャリティーフリーマーケットを大規模店舗で実施し、収益を地元自治体に寄付したり、

警察署の振り込め詐欺防止看板を寄贈したり、店舗近隣の清掃活動に参加している。
また、各店舗では毎日、終礼後に従業員による日誌の提出が義務付けられており、管理職を通じ意見を会

社に伝えるシステムがある。さらに、１１月より店舗内託児施設を従業員も利用することが可能になり、店
舗勤務の従業員の仕事と家庭の両立支援に、より積極的に取り組んでいる。

株式会社ＤＮＰグラフィカ （栃木市）

（従業員数：121名　事業内容：印刷及び製本）
2012年に厚生労働省の「次世代育成支援対策推進法」認定マーク「くるみん」を取得。
短時間勤務制度、時間外労働の制限及び深夜業の制限、フレックスタイムや就業時間の繰り上げ繰り下げ

の制度について、法や指針を上回る制度となっており、小学校4年生終了時までとなっている。
また、育児休業中の職業能力向上のための取り組みとして、通信教育の利用(事業所が経費負担)のほか、復

職に向けての従業員同士による座談会などを実施している。
育児休業手当として、勤務実績はないが賞与時に育児介護休業金一封の支給がある。そのほか、従業員の

子による職場見学や、地域の活動にも積極的にかかわっている。

株式会社タツミ （足利市）

（従業員数：339名　事業内容：自動車用部品製造）

配偶者の出産休暇制度は利用率が高く、また、学校行事などへの参加を促進しているので、休暇を取得し

やすい職場環境となっている。

事業所主催の夏祭りは、地域住民も参加して、毎年大規模に行っているほか、夏のラジオ体操の場所を提

供したり、おみこしの休憩場所を提供するなど、地域への貢献を積極的に実施している。また、高校生のイ

ンターンシップを積極的に実施している。

受賞の感想

このたびは、「子育てにやさしい事業所」の表彰、

誠にありがとうございます。当事業所では、毎年、

数名の育児休業者がおりますが、そのすべてが女性

です。今後は家庭と仕事の更なる充実を図るために、

男性従業員も積極的に育児参加ができる社内環境を

整えていきたいと思います。

従業員家族や地域の方を招待して開催してい
る感謝祭

受賞の感想

この度は「子育てにやさしい事業所」の表彰を頂き、

誠にありがとうございました。「地域の方」「ご家族の

方」「スタッフ」にという思いでやってきた取り組み

を評価して頂き、大変嬉しく思います。

今後も仕事と家庭の両立が上手くいくよう、働きや

すい環境を会社全体で創り上げていきます。

受賞の感想

この度はこのような賞をいただくことができ、大変

光栄に思っております。弊社は女性の子育て支援はも

ちろんのこと、男性が積極的に子育てに参加できる制

度、そしてそれを実際に活用できる風土づくりに力を

入れています。今後も一人ひとりがやりがい、働きが

いを実感できるよう支援していきたいと思っていま

す。
当社全景図

ご家族を招いて職場参観を実施
しています
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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26年3月
栃木県青少年育成県民会議

理事長　荒　川　　勉

賛助会員数　　　団体 179団体　　個人　　238人（平成26年2月現在）
賛助会費（一口）団体　10,000円　　個人　3,000円

賛助会員を募集しています。

平成25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

平成26年2月21日（金）、栃木県総合教

育センターで、平成25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月に行われた市町村民会

議等全体連携会議と対をなすもので、今年

度事業の総括、青少年問題の協議、新たな

視点からの研修などがテーマです。栃木県

総合教育センターとの共催により、各地域

で活動している青少年の健全育成関係者や

教育行政関係者、学校教員など計151名

の参加者がありました。

前半の会議では、まず県民会議から次年度事業説明を行い、その後各市町村民会議が組織の説明や今年度

事業の反省点などを発表しました。ただ、時間が少なく青少年に関わる問題点を十分に協議するには至りま

せんでした。事務局として、さらに研修会の内容を工夫していきたいと考えています。

後半は、場所を移動してフォーラムディスカッシ

ョン「これからの社会教育や生涯学習の方向性」に

参加しました。秋田県藤里町社会福祉協議会 菊池ま

ゆみ氏の「ひきこもり支援」の実践発表では、身近

にありながらあまり理解されていない「引きこもり」

の深刻さと、なかなか定職に就けない現代の若者の

苦悩について認識を新たにしました。宇都宮大学 廣

瀬隆人氏は、地域が若者に対して役割と居場所を与

えること、そして何より就業訓練、職業教育を実践

することが大切であると説きました。いずれも、こ

れからの青少年健全育成について深く考えさせられるものでした。

この研修会をとおして、今後も、各市町村民会議・各青少年育成団体・県・県教育委員会・県民会議がそ

れぞれに連携を深め、青少年の健全育成を目指して､より効果的な事業の開発と実践に取り組むことの必要性

を強く感じました。
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とちぎ未来づくり財団のご案内

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。

結婚サポーター募集中！
「結婚サポーター」は地域や企業内での結婚相談やとちぎ未来クラブが実施する結婚支援事業の情報提供活動な

どをボランティアで行っています。

縁結び事業に協力していただける結婚サポーターも募集中です！
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。
出会いの場となるイベントや出会い応援団体のイベントの情報提供も行っています。

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 （公財）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/

♪栃木県総合文化センター　とちぎ未来づくり財団主催公演情報♪

アリス＝紗良・オット　ピアノリサイタル
5月31日（土）15：00開演　

会　　場／サブホール

全席指定／3,000円
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

ドイツ人と日本人の両親をもつ現在25歳のピアニス

ト、アリス＝紗良・オットは、5年足らずのうちに今

日最も刺激的な音楽家の一

人として確固たる地位を築

いた。

世界が魅了される天性のピ

アニスト！

【プログラム】

ベートーヴェン：ピアノ・

ソナタ第１７番 二短調

「テンペスト」Op.31-2
バッハ：幻想曲とフーガ

イ短調 BWV.904
ほか

栃木県総合文化センター

問い合せ先　028(643)1000（利用サービス課）

住所　宇都宮市本町1-8
URL http://www.sobun-tochigi.jp
E-mail tmf@tmf.or.jp

☆好評発売中！

三遊亭円楽・春風亭小朝 二人会
6月7日（土）17：00開演

会　　場／メインホール

全席指定／3,500円
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

落語会をリードし続ける名手、春風亭小朝。

そして人気番組"笑点"でおなじみ三遊亭円楽。

注目を集める落語家二人の、粋な江戸前落語を存分に

お楽しみください。

☆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）

とちぎ出会いサポート事業

県内在住の18歳未満のお子様または妊娠中の方のいる世帯に「とちぎ笑顔つぎつぎカード」を発行しており、
協力していただける企業や商店にカードを提示することで、割引や特典などの優待サービスが受けられます。

カードをお持ちでない方はお住まいの市町の窓口に子どもの保険証か母子手帳を持参すれば交付が受けられま
す。カードは各世帯ごとに1枚です！4月には平成26年版の協賛店舗の情報が掲載されたガ
イドブックももらえます！

また、福島県・茨城県・群馬県・埼玉県・新潟県でも、各県のカードを取得すれば同様の
サービスが受けられます(県により有効期限が異なります)。近県のカードの申請はとちぎ未
来クラブへ！子育て家庭を応援していただける協賛店舗も募集中！

とちぎ子育て家族応援事業
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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

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://homepage3.nifty.com

/tochigikaihin

「水平線からのぼった初日の出！」
12月31日（火）・1月1日（水）に、1泊2日の主催事業「海浜の初

日の出」を実施しました。例年雲がかかるのですが、今年は水平線
からのぼる日の出でした。また、角だこ・こまだこ・ぐにゃぐにゃ
だこのたこ作りとたこあげ、カルタ作りやすごろく作り、はねつき
やコマ回しなどの正月遊び、もちつき試食などで、新春の喜びを味
わうとともに、とちぎ海浜自然の家のよさを体感しました。

開催期間：3月21日（金・祝）～ 4月6日（日）

会　　場：企画展示室、多目的ホール、メインホール

内　　容： この企画展では錯視や錯覚などの不思議な

感覚や、私たちの視覚・聴覚・触覚のしくみ

を実際に体験できる様々な展示をとおして紹

介しています。また、空中に吊った伸縮性の

ある布のトンネルを通り抜ける、まるで無重

力のような体験ができるアトラクションも皆

様をお待ちしております。

この春は、人が持つ感覚の不思議さや素晴

らしさを再認識してみませんか。

おもちの試食こまだこ作り

「木星の衛星までしっかりと！」
1月18日（土）・19日（日）に、栃木県子ども総合科学館との連携事業

「家族で星空観察」を実施しました。子ども総合科学館では、プラネタ
リウムで海浜自然の家の星空を予習し、大型望遠鏡で太陽を観察しまし
た。黒点やプロミネンスに大興奮でした。とちぎ海浜自然の家での星空
観察では、木星の縞模様や衛星、シリウス、スバル、ベテルギウスなど
の星々、月のクレーターなどを観察することができました。 星空観察太陽観察

「あんこうの七つ道具はすごかった！」
1月25日（土）・26日（日）に、冬の味覚を味わう「海浜の旬・あんこ

う」を実施しました。あんこうの吊し切りでは、皮をはぎ、あんこうの
七つ道具と呼ばれる部位を詳しく見せてもらいました。骨は出しをとる
のに使い、最後は歯の部分しか残りませんでした。夕食にはあんきもた
っぷりの「あんこう汁」を堪能しました。2日目には「塩づくり＆つぼ
焼き芋」「サンドブラストグラスづくり」「貝笛づくり」など、海浜自然
の家ならではの活動を楽しみました。

とちぎ海浜自然の家は、県内では体験出来ない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。

貝笛づくりあんこう吊し切り
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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、冬も様々な主催事業を実施しております。
12月14日(土)～15日(日)には14家族55名に参加いただき、「クリスマスファミリーデー」を実施しました。

両日とも雪が舞う天候のもと、1日目は、創作活動としてジェルキャンドルと木の実のクラフト作りに挑戦しまし

た。クリスマス交流会では、制作したキャンドルに火を灯し、ゲームをしたり歌を歌ったりして参加者同士楽しく

交流することができました。2日目は、調理活動として、ダッチオーブンを使ってのピザ作りとローストチキン作

りに挑戦しました。

1月25日(土)～26日(日)には14家族49名に参加いただき、「冬のファミリーデー」を実施しました。雪遊びの

時間には、ミニかまくら作りとそり滑りを体験。スノーシューハイキングでは、コース内でたくさんのアニマルト

ラック(動物の足跡)を見つけることができました。夜は、語り部による那須の民話の鑑賞。有名な「九尾の狐」の

物語を聞いたり、聞き手も語りに参加したりして楽しく過ごしました。また、創作活動として「木の実のクラフト」

にも挑戦。ドングリや松ぼっくりなど、いろいろな木の実を使って思い思いのユニークな作品を作りました。

様々な活動を通して、家族はもちろん、参加者相互の絆も大いに深まる温かい時間となりました。

発掘調査の現地説明会
埋蔵文化財センターは、道路建設や工業団地造成

など開発区域内の遺跡に対し、そこで営まれた人び

との生活の痕跡を記録し、後の世に伝えることを目

的として、県内各地で発掘調査を行っています。

調査が進み、遺跡の性格が判明してきた時期に、

できる限り現地説明会を開催しています。土の中か

ら発見された住居跡、墓地跡などの施設や土器、石

器などの道具類を、当時の生活の様子を想定しなが

ら、考古学の専門家である担当職員が、分かりやす

く説明します。

今年度は、小山市内の西高椅遺跡と横倉遺跡・横

倉戸館古墳群の2か所で現地説明会を行い、合計

270人の方々が見学されました。発掘中の遺跡は、

いつが見頃となるか、掘り進んでいくうちに判りま

すので、ご案内が説明会の直前になることもありま

す。ホームページ等でご確認の上、お近くの遺跡の

現地説明会へ、是非足をお運びください。

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
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なす風土記の丘資料館

問い合せ先　0287(96)3366
住所　那珂川町小川3789
URL http://www.nasufudoki.com
E-mail info@nasufudoki.jp

問い合せ先　0285(44)5049
住所　下野市国分寺993
URL http://www.shimotsuke-f.jp
E-mail info@shimotsuke-f.jp

しもつけ風土記の丘資料館

県外見学会「下総の前期古墳を訪ねて」
■5月18日（土） ■参加人数39人

[行程表] 千葉県我孫子市・佐倉市方面

香取神社古墳・水神山古墳→飯郷作古墳群（千

葉県立佐倉西高校内）→国立歴史民俗博物館

[見学会概要]
前期古墳を取り上げた秋季特別展にあわせ、3世紀後半

から4世紀にかけての下総地域の前期古墳や資料館を見学

しました。当時、現在の茨城県と千葉県境にあった広大な

内海の沿岸部に前期古墳が築かれた状況に、理解を深めて

いただきました。

県内見学会「県南東部の前期古墳めぐり」
■11月30日（土） ■参加人数33人

[行程表] 栃木県真岡市・下野市・栃木市方面

山崎古墳群→三王山南塚一・二号墳→山王寺大

枡塚古墳→栃木市藤岡歴史民俗資料館

[見学会概要]
秋季特別展にあわせ、栃木県南部の前期古墳を訪れました。

県内最古期の古墳である三王山南塚二号墳など、那須と比較

して河川流域ごとに築造されている下毛野地域の古墳を見学

しました。

平成25年度の県内見学会・県外見学会
栃木県立しもつけ風土記の丘資料館では、昨年5月

19日（日）に県外見学会を、10月27日（日）に県内見

学会を実施しました。多くの方にご参加いただき、

ありがとうございました。

県外見学会は、“茨城県の史跡を訪ねて”と題し

38名の参加がありました。水戸市くれふしの里古墳

公園、水戸市大串貝塚ふれあい公園、大洗町幕末と

明治の博物館、茨城町小幡北山埴輪製作遺跡を巡り

ました。遺跡は、どこも遺構などが復元されて史跡

公園として整備されており、園内を散策しながら地

域の歴史が学べる工夫がされていました。

県内見学会は“芳賀郡の史跡を訪ねて”をテーマ

に、益子町星の宮浅間塚古墳、西高橋亀の子塚古墳、

芳賀町後久保古墳、芳賀町八ツ木浅間山古墳、高根

沢町歴史民俗資料館をまわりました。25名参加のも

と、古代芳賀郡内の主な前方後方墳をめぐり､資料館

では古代の集落遺跡から出土した遺物の数々を見学

しました。
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旭食品株式会社

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

公益社団法人宇都宮青年会議所

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

宗教法人日蓮宗妙福寺

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

東野交通株式会社

特例社団法人

栃木県医薬品登録販売者協会

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

栃木県小売酒販組合連合会

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

日光市藤原･栗山地区更生保護女性会

日本たばこ産業株式会社宇都宮支店

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

ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社

有限会社荒井モータース

有限会社岩井自動車商会

有限会社宇都宮戸祭自動車教習所

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26年2月現在 179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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青　木　克　明

青　木　　　務

赤　羽　恵　子

赤　羽　範　子

阿久津　憲　二

阿久津　光　一

阿久津　修　一

麻　生　利　正

阿　部　寿　一

阿　部　訓　幸

阿　部　博　美

荒　川　　　勉

五十嵐　一　彦

五十嵐　　　清

池 重　正

池　澤　真　司

池　田　清　貴

池　田　　　忠

井　澤　一　男

井　澤　晃太郎

石　井　陽　子

石　下　龍　史

石　坂　真　一

石 金　市

石　嶋　　　勇

石　島　忠　夫

石　嶋　正　巳

石　原　栄　子

石　原　猛　秀

石　松　英　昭

五十畑　一　幸

板　倉　かおる

板　橋　一　好

一　木　弘　司

市　村　正　司

稲野邉　　　昭

井　上　謙　一

入　野　祐　子

岩　崎　　　信

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　昭　吾

大　塚　弘　司

大　畑　耕　兵

大日向　ミ　ツ

大　森　敏　秋

大　谷　雅　典

岡　田　亜　矢

沖　杉　　　栄

皆　藤　　　悟

柿　沼　朋　美

梶　　　克　之

柏 操

一　川　路　子

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　出 幸

川　村　万壽子

菊　地　修　一

菊　地　　　透

菊　地　道　子

北　見　 修

木　村　好　文

櫛　淵　忠　男

熊　倉　幸　子

栗　田　　　城

黒　須　親　章

黒　田　葉　子

毛　塚　信　夫

小　池　惠一郎

五　家　眞佐江

小　高　一　紘

小　瀧　信　光

琴　寄　昌　男

小　林　久美子

小　林　丈　男

小　林　忠　教

小　林　延　年

小　林　洋　規

小　林　幹　夫

小　林　勇　治

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　誠　一

齋　藤　　　宏

齋　藤　レイ子

坂　本　宏　夫

櫻　井　紘　三

佐々木　和　美

笹　沼　修　二

佐　藤　篤　男

佐　藤　　　栄

佐　藤　璋　三

佐　藤　　　誠

佐　藤　芳　久

佐　藤　　　良

柴　田　和　幸

島　田　文　男

神　宮　由美子

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

平　　　尚　久

高　野　恵　子

高　野　純　一

野　嘉　子

高　橋　修　司

高　橋　典　子

橋　文　吉

多賀谷　郁　子

多賀谷　公　久

田 宏

田　代　　　隆

唯　木　郁　夫

田　中　重　夫

田　村　澄　夫

土　子　俊　雄

土　田　陽　吉

土　屋　忠　一

螺　良　昭　人

坪　山　和　郎

手　塚　明　彦

利根川　きさ子

富　田　敦　子

永　井　素　憧

中　川　幹　雄

長　島　重　夫

中　島　　　宏

成　島　晋　也

新　沼　節　子

新　沼　隆　三

新　村　一　男

仁　平　　　清

野　上　洋　子

野　澤　秀　江

野　田　尚　吾

野　原　佑　介

野　村　節　子

野　村　壽　彦

花　澤　公　久

花　田　美　枝

花　塚　隆　志

早　川　尚　秀

半　田　照　忠

氷　室　　　清

平　池　秀　光

平　野　博　章

廣　木　昭　男

廣 由　佳

深　井　　　孟

福　田　富　一

福　田　英　雄

福　富　良　夫

舩　橋　登美治

船　橋　政　従

古　澤　利　通

星　　　一　男

保　母　欽一郎

本　澤　洋　一

本　間　一　匡

前　原　保　彦

眞　尾　　　博

増　田　寿　一

増　渕　賢　一

増　渕　三津男

真　瀬　宏　子

松　井　正　一

松　江　比佐子

松　岡　千惠子

松 忍

松　本　忠　太

松　本　幹　郎

丸　谷　義　道

丸　山　眞　一

水　井　　　敬

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

茂　呂　和　巳

矢　口　ヨシエ

安　原　陽　子

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

若　林　和　雄

和　田　敏　明

和　田　雄　次

渡　辺　和　枝

渡　辺　直　治

渡　辺　　　渡

綿　引　満　男

渡　部　建　夫

個人会員　（50音順・敬称略）

11月・12月・1月・2月の新規会員のご紹介　鈴木印刷株式会社 様

平成26年2月現在 238名
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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

栃木県更生保護女性連盟より寄附をいただきました

▲平成25年12月21日（土）日本工業経済新聞より

今年も、青少年の健全育成のためにとご寄附いただきました。

記事にもあるとおり、寄附金と賛助会費を併せて親子学び合い事業「小中学校及び特別支援学校等携帯電

話講習会」の実施費用として活用させていただきます。

平成26年１月21日（火）10時より、ホテル東日本

宇都宮にて栃木県更生保護女性連盟による「新春のつ

どい」が開かれました。

栃木県や宇都宮地方検察庁、栃木県警本部などのご

来賓も臨席し、

320名程の皆

さまがお集ま

りになりまし

た。

この席上、

15団体に対して「愛の募金贈呈」があり、（公財）とちぎ未来づく

り財団も小林保子会長から贈呈を受けました。栃木県更生女性連盟

の皆様方の温かいご支援は、次代を担う青少年の健全育成のため、

栃木県青少年育成県民会議諸事業において、大切に使わせていただ

きます。誠にありがとうございました。




