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栃木県青少年育成県民会議
シンボルマーク

　11月29日（土）に、鹿沼市民文化センター大ホールにて「心豊かな青少年を育む県民のつどい in 鹿沼市」を開催しました。
開催市の鹿沼市、鹿沼市教育委員会、鹿沼市青少年育成市民会議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。
　当日は鹿沼市民の方はもちろん県内各地から820名の皆様にお越しいただきました。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、多くの聴衆の皆様が大きな拍手を送っていました。
　また、鹿沼市立東中学校オーケストラ部の演奏による第２部では、全国大会にも出場し文部科学大臣奨励賞を受賞したその実
力に客席からは感嘆の声も聞かれました。
　第３部の藤原和博氏による講演会は、「今大切にしたいナナメの関係」のテーマで、元リクルート社フェローや自治体の顧問、
東京都の義務教育初の民間校長等を歴任され、教育改革実践家として活躍されているご自身の経験から、学校や親子のような縦
の関係ではなく「地域」というナナメの関係によって子どもを育てていくことの大切さを説かれました。青少年育成に携わる大
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を板書を交えながら親しみやすい語り口による分かりやすい内容で
お話いただきました。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 鹿沼市」開催

第　1　部

第　２　部 第　３　部

第64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　「愛の鈴に籠もる思い」
栃木市立東陽中学校3年　藤本純哉さん

第37回栃木県少年の主張発表県大会　
最優秀賞　「夢の種」
栃木市立栃木西中学校3年　カリニョ カーロ マリオンさん

鹿沼市立東中学校
オーケストラ部演奏

藤原和博講演会
「今大切にしたいナナメの関係」
～地域ぐるみで育てる子どもたち～
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県民総ぐるみで青少年の健全育成に取り組みましょう
　「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。
　特に今回は、司会を県立鹿沼高等学校放送部が行ったほか、第２部では鹿沼市立東中学校オーケ
ストラ部による素晴らしい演奏が披露されました。青少年の様々な問題が比較的クローズアップさ
れがちな社会において、日々の練習に素直に励む青少年の一面に触れる良い機会となりました。
　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「鹿沼市青少年育成市民会議」などの活動ＰＲ展示を
行いました。

820名ものお客様にご来場いただきましたとちまるくんとベリーちゃん、カヌマンがお出迎え

充実の各種展示パネル

第2部ではアンサンブルも披露されました開会行事
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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43の小中学校等で実施しました。

　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。
　携帯電話の問題は、家族やクラスメイトなどとの人間関係や、SNS利用による見知らぬ人との交流、インター
ネットによる犯罪など身近な部分から大きな範囲までと、一見手をつけられないほど広い世界のように見えま
す。
　しかし、手がつけられないからと言って放置して良いということではありません。
　人と人がつながるということとは？メールを使う際の注意点とは？ネット犯罪って関係あるの？
　身近な問題から子どもと携帯・ネットの関係に迫る、これまでとは違った新しい視点からの講演が好評です。
　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。

●小学校児童
　　講師の先生のお話から沢山の事を学びました。ゲーム機のすれ違い通信で顔がわから
ないのに言葉や話し方の見た目だけで友だちになってしまうことや、インターネットを
通じて誘拐されてしまうこと。夢中になりすぎて家族での会話が少なくなったり、頼り
すぎて漢字を忘れてしまったりすること。将来、自分が携帯を持ったとき、今回のお話
を思い出して注意したいです。
●小学校保護者
　　便利さから、いつもメリットばかりを優先して使用していました。子供達に今回、こ
のような講習会で危険性を教えていただけて、大変良かったと思います。また、携帯電
話の知識を良くわかった上で、子供に持たせる時期を判断したいと思いました。
●小学校教職員
　　講師の先生の軽妙なお話しや映像資料の提示により、保護者はもちろん児童において
も、ネット社会でどのように生きていくか、関心や理解が深まりました。家庭教育や地
域との連携の重要性が指摘されていますが、そのような意味においても、貴重な学びの
場にすることができました。
●中学校生徒
　　改めて携帯やパソコンの怖さについて考えさせられました。便利で楽しいものだと
思っていましたが、使い方を間違えてはいなかったか、よく考える機会になりました。
少しでも危険がありそうなサイトを見ない事や、親と携帯を使用する際の約束ごとなど
を作り、それを守っていきたいと思います。
●中学校教職員
　　発信にはリスクが伴い、責任が問われます。「個人情報は絶対に発信してはいけな
い」など、映像を交えて大変わかりやすかったです。本校においてもネットトラブルは
起こっています。全校生徒に、もっと多くの保護者に聞かせたい内容でした。

携帯電話講習会を受講した学校からの感想
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平成26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27年１月20日(火)、栃木県総合教育センターにおいて、平成26
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月に実施しま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、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。今回は、約80名が参加しました。
　前半の会議では、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。今回は時間が少なかったため青少年に関わる問題点等に
ついて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、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のシンポジウ
ム「地域の教育力向上のために期待される役割～子どもを核とした地域の教育活動～」に参加しました。
コーディネーターの宇都宮大学の廣瀬隆人教授、パネリストとして宇都宮市中央コミュニティセンター高橋
則子氏、学びステーション鹿沼の斎藤陽子氏、家庭教育オピニオンリーダー連合会西那須野支部の伊吹桂子
氏、三毳唐沢ＳＳＣコーディネーターの若田部清美氏の４名によりそれぞれの地域での活動と課題などにつ
いて活発な発表がなされました。
　その中で、廣瀬教授は、コーディネーションとは対等な関係を作ることであり、それは「学びの場を作
る」ことと「活動の場を作る」ことで、それによって学習から社会参加へという流れを生み出すことができ
ると説かれました。更に「地域の教育力」は意図的に作らなければならないこと、団体として地域につなが
りを持つことの重要性についてもお話しいただきました。
　いずれも、青少年育成市町村民会議としては十分に役割を担える範囲で
あると感じました。
　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。

生き生き体験活動報告
　青少年が自立した人間として成長する意欲
を育み、青少年の地域社会への参加機運を
いっそう高めるため、青少年がリーダーと
なって企画・運営する地域での青少年育成活
動、ボランティア活動、研修活動等を実施す
る団体に対し、補助金を交付しています。今
年度は１１団体に交付しました。
　各団体の今年度の取り組みについてご紹介
します。

明保リーダーズクラブ

　明保リーダースクラブは、平成24年４
月に地域及び地区育成会の要望により中
学生・高校生のボランティアとしてMLC
（明保リーダースクラブ）を発足しまし
た。活動内容については地域の行事にス
タッフとして参加したり、さまざまな社
会活動を経験しながら、サポーターと共
にまちづくりや仲間づくりを進めていま
す。
　今年度も８月17日～18日に一泊二日、
地区の小学生1年～６年生を対象にサマー
キャンプを赤川ダムにて実施しました。
テント張りや夕食の準備、さらにキャン
プフィヤー等リーダーたちは率先して子
ども達の指導・助言をするなど、大活躍
してくれました。

夕食の準備 鮎のつかみ取り準備
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ヤングコミュニティクラブ西原 足利ジュニアリーダースクラブ

都賀ジュニアリーダースクラブ 葛生ジュニアリーダースクラブ

「ヤングコミュニティクラブ西原（YCC西原）」
は平成10年4月、西原地区に住んでいる中高生が
集まって仲良く助け合いながら地域のためにボラ
ンティア活動をするグループとして誕生しまし
た。
　毎月の定例会と併せ、地域行事の手伝いとして
「新川さくら祭りのゴミ拾い」「西原地区納涼祭
参加」「敬老会式典進行」「西原小学校PTA文化
祭参加」「どんど焼き お飾りの分別」「毎月の新
川清掃」、独自の活動として体験活動や施設見
学、バス停の点字時刻表作りを行っています。
　発足から15年が過ぎYCC西原も少しずつ変化し
てきましたが、子ども達がボランティアを通し仲
間と手をつなぎ、地域の人々と触れ合い、様々な
体験することにより成長して行く姿は変わりませ
ん。
　来年には西原地区に「栃木県立高等特別支援学
校」（仮称）が開校します。YCC西原としての新
しい出会いや活動を期待したいです。

　様々な高校に在籍する27人のメンバーによる本
クラブは、「自分で考え、責任をもって行動す
る」ことを共通理解とし、定例会で活動スケ
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、ボランティアに呼んでくださった団体に
喜んでいただけるよう、努力しています。
　今年度は新入会員が多く、子どもたちと接する
ときに戸惑ってしまう場面もまだまだあります
が、育成会やこども館等からの支援要請にがん
ばって応えています。
　また、メンバーからの発案で、ボランティアの
最中に災害が起こった場合を想定した「防災ワー
クショップ」を開催しました。もしもの場合に備
え、自分達はどのように行動したらよいのか、ど
んな役割を果たすことができるのか、みんなで考
える時間を持つことができました。
　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。

　葛生ジュニアリーダースクラブは、佐野市内の高校生
を中心としたボランティア団体です。キャンプ企画運営
やクリスマス宅配サンタをはじめ、佐野市や市内団体が
主催する行事などに参加協力し、「地域に必要としても
らえる高校生になろう」「ありがとうは魔法の言葉」を
合い言葉に活動をしています。
①定例会
　月１回定例会を行い、「地域に必要とされる高校生」
をめざし、全員で活動の状況を把握していきます。
②チャレンジキャンプ
　小学校５年生～中学３年生を対象にした２泊３日の
キャンプで、メンバーは各班付きリーダーとして、子供
達の良きお兄さんお姉さんの立場でサポートを行い、自
主的な活動を促しました。
③クリスマス宅配サンタ
　子供達の夢をつなぐため、事前に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メンバーが各家
庭で待つ子供達に届けました。
④地域活動
　原人まつりやぺットボトルロケット大会・さのマラソ
ン大会・成人式・子ども会活動の遊びの指導など、多く
の地域活動に協力しました。

　平成26年度都賀子ども会リーダー研修会に
指導者として参加希望のジュニアリーダー、
中学生を対象に平成26年7月13日(日)研修会
を行った。指導者として都賀子連指導部と都
賀ジュニアリーダースクラブ所属高校３年生
を講師とし都賀公民館及び大柿コミュニティ
センターの２ヶ所を会場とした。
　内容は、班に分かれて午前にグループワー
クとKYT(危険予知)トレーニング講習、午後
は外に出て火のつけ方の指導方法とレクリ
エーションダンスの練習などを行った。募集
をした中学生や未経験の高校１年生は年の近
い３年生が講師ということもあり、積極的に
質問や体験をし良い経験ができたと思う。ま
た、３年生も指導部と一緒に今まで経験し学
んだことを、今度は教える立場で計画を練り
四苦八苦しながら研修会を行った。３年生も
良い経験になり学ぶことも多かったと思う。

どんど焼きゴミ分別 がんばりました！育成会キャンプ西原小学校 PTA 文化祭
漬物販売

みんな真剣に
『防災ワークショップ』

チャレンジキャンプ
これから流しそうめんやるぞ～グループワーク

ペットボトル大会
ロケットの作り方はね…かまどの取り扱い
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ｋａｖｙ（鹿沼ボランティアユース） 日光りーだーず

矢板市ジュニアリーダースクラブ 野木ジュニアリーダースクラブ

　かぬまボランティアユース（ｋ
かーぶぃ
ａｖｙ）は、中・

高生と20代前半の若者の団体である。
　本年度の主な事業は、例月定例会の他、「夏の
キャンプ事業」や「かぬまっこにこにこフェスタ」
の行事に参画しボランティア活動を行っている。
　キャンプ事業は、子ども会育成会連絡協議会が実
施する市の受託事業で、「ボランティア・リーダー
教室」の講座も兼ねている。今夏は、台風の影響で
学校の体育館での活動となったが、参加者（小学校
５・６年生）の活動や生活のサポート、アイス・ブ
レイクやレクリエーションを主体的に行い大いに盛
り上げることができた。
　にこにこフェスタは、子育てをする親と乳幼児向
けのイベントで紙工作を一緒に作り楽しんだ。子ど
も達は「無いものを形にする」ことに喜びを感じ、
笑顔が絶えないブースとなった。
　こうした活動が参加者に良い刺激を与え、中学生
になって加入し活動する生徒もいる。本年度、今ま
での活動実績が認められ、栃木県青少年育成県民会
議より優良青少年団体表彰を受賞した。

　矢板市ジュニアリーダースクラブでは、年間
通して地元地域の活動にお手伝いや盛り上げ役
として参加をしています。また、長期休暇中に
地元小学校の放課後スクールに行き、子ども達
と一緒に遊んだり、勉強したりもしています。
　その中で、今回「生き生き体験活動（青少年
リーダー支援事業）」で行ったのは「矢板市
ジュニアリーダースクラブバルーンアート研修
会」です。
　ジュニアリーダースクラブの活動の中で、レ
クリエーションの他に、多くの人と関わりを持
つための手段として、昨年度よりバルーンアー
トの講習を行っています。講師の先生をお呼び
して、バルーンアートの基礎から様々な種類の
バルーンを組み合わせた応用まで幅広く技術を
学びました。初めてバルーンに触れた子も講習
終了時には立派なものが作れるようになり、そ
の後の多くの活動に役立てています。

　野木ジュニアリーダースクラブは、野木町子ども
会連合会の附属機関として、子ども会・育成会行事
への指導、協力並びに地域社会への奉仕とクラブ員
相互の親睦及び資質の向上をはかることを目的とし
て昭和62年12月13日に誕生しました。
　活動は、町子連事業への参加協力（第１・２回
リーダー研修会、町っ子フェスティバル）、子ども
会（単位育成会、学区育成会）への派遣事業、ジュ
ニア主催のイベント、町主催事業（夏祭り、文化祭
模擬店、成人式）への協力です。
　キャンプ（第１回リーダー研修会）は、町子連の
大きなイベントです。そこで、今年も近隣にある県
立小山南高等学校のボランティア部の先生を通じて
小山南高の生徒を、町内の中学校に中学生の協力を
それぞれ依頼し、計17名の参加があり、キャンプに
て大いに活躍してもらいました。
　キャンプ１日目は、クラブのメンバーと中高生と
で全てのメニュー（レクリエーション・テント設
営・火起こし体験・野外炊飯・キャンプファイ
ヤー）を研修し、小学生を受け入れる準備をしまし
た。２日目と３日目は小学生を迎えて、７班50名の
小学生の班長となって、リーダーシップを発揮して
活躍しました。

　「青少年リーダー研修及び自然体験事業　自然体
験ｉｎドロブックル」
　この事業は、市内の小学4年生から6年生の参加者
と、中高生、大学生及び社会人からなる青少年リー
ダーを対象としており、今年度は6月21日（土）か
ら22日（日）の1泊2日の日程で実施しました。
　日光市の栗山地域にあるキャンプ場で、魚のつか
み取りや、野外炊飯、自然について勉強する「自然
教室」などをとおし、自然の素晴らしさや生命の大
切さを学ぶとともに、青少年リーダーにとっては、
リーダーとしてのスキルアップを図ることも目的と
しています。
　青少年リーダーは、この事業を実施するにあた
り、当日の活動だけでなく、事前に打ち合わせ会を
開催し、それぞれの役割を決めるなど準備を行ない
ました。そして、事業当日は、小学生の参加者をま
とめたり、緊張をほぐすためのレクリエーション、
さらには、活動時の安全確認等を行ないました。
　この事業をとおし、青少年リーダー各個人の技術
向上だけでなく、チームワークの大切さも学ぶこと
ができ、充実した活動となりました。

夏のキャンプ事業
全体集合写真

風船を組み合わせて
リースづくり キャンプファイヤーの研修

魚つかみどりの様子
にこにこフェスタ

子ども達と楽しく工作

風船の中に風船を
入れられます！ テント設営の研修

集合写真
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平成26年度　未成年喫煙防止対策協議会が開催されました
　平成26年11月20日（木）、宇都宮市の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26年
度未成年喫煙防止対策協議会が開催されました。
　この協議会は栃木県青少年育成県民会議のほか、関東財務局宇都宮財務事務所、栃木県警察本部、栃木
県、栃木県青少年指導センター連絡協議会、(一社)日本フランチャイズチェーン協会、(一社)日本たばこ協
会、栃木たばこの会、栃木県たばこ販売協同組合連合会が構成員となっております。
　今回の会議においては、今年度の活動報告の総括と「未成年の喫煙防止を最重要課題として活動する」
などの来年度の活動方針について協議しました。

平成26年度の活動について
　⑴ 店頭でのポスター等での周知、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

の徹底等
　⑵未成年者喫煙防止キャンペーンの実施
　　・栃木県での独自活動　
　　　  　5組合71名、関係団体156名、総勢227名によりJR宇都宮駅前周辺、栃木駅前周辺、小山駅前

周辺、JR鹿沼駅前周辺、黒磯駅前周辺、矢板駅前周辺において未成年者等を対象とし未成年者喫
煙防止訴求のポケットティッシュを配布

　　・全国一斉活動
　　　  　７月の未成年者喫煙防止強調月間に、16団体47名によりJR宇都宮駅前周辺において未成年者

等を対象とし未成年者喫煙防止訴求のポケットティッシュを配布

塩谷町ジュニアリーダースクラブ 高根沢リーダースクラブ

　塩谷町ジュニアリーダースクラブでは今年度、平
成９年より交流のある宮城県女川町の「ジュニア
リーダーサークルうみねこ」との交流研修を、８月
初旬に塩谷町自然休養村センターにて２泊３日で開
催しました！
　東日本大震災までは、海の子・山の子交流事業と
して両町の小学生を募っての「トムソーヤ’sキャン
プ」という活動が毎年行われておりましたが、震災
以降はなかなか再開できない状況となっておりまし
た。
　そのような中で今回はトムソーヤ’sキャンプ再開
に向けての第１歩として、両町ジュニアリーダーの
交流事業としてキャンプファイアあり、レクダンあ
り、野外調理ありの実践研修としました。今年度の
交流研修会というスタイルでの開催は、３日間でお
互いに情報交換したり共同で学び合ったり、とても
有意義な交流活動となりました。
　数あるジュニアリーダー活動の中でもたいへん貴
重な経験となり、両町ジュニアリーダーの絆がさら
に深まりました★

　高根沢リーダースクラブは、現在、高根沢町在
住・在学の9名が在籍し、子ども会への協力・地域
社会への奉仕・会員自身の資質の向上及び会員相
互の親睦を深めることを目的として活動していま
す。
　6月の幼児・小学生を対象とした「こどもまつ
り」では、リーダースがミニゲームコーナー
（ビー玉はこび・輪投げ）を運営し、子どもたち
と楽しい時間を過ごしました。
　7月の小学5年生を対象とした町の「リーダー研
修会」では、グループ活動に加わり友達同士の関
わり方を助言したり、交流会でゲームを企画運営
したりしました。
　8月の小学生を対象とした町の「たんたん探検
隊」の各種教室では、バルーンアート教室を担当
し、小学生と交流しながら様々な作品を一緒に作
りました。
　色々な人と関わり様々な経験をするごとに、
リーダーとして成長してきました。今後も、地域
の人々と関わりながら、積極的に社会貢献活動を
進めていきたいと思います。

塩谷と女川で「レクダン」
創作の研修♪ リーダー研修会の交流会

キャンプファイアで
「ヴィスタ」も定番！ バルーンアート教室
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平成26年度「子育てにやさしい事業所」顕彰事業所決定
　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。
　本年度の顕彰事業所は次のとおりです。顕彰式は、平成26年11月16日(日)に、宇都宮市オリオンスクエ
アにて福田富一栃木県知事臨席のもと、実施しました。

栃木県知事賞（１事業所）

社会福祉法人敬愛会（那須烏山市）
（従業員数：125名　事業内容：社会福祉事業）
　県の「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」企業である。
　事業所内に託児所施設が設置されており、保育士も常時配置されている。
　また、雇用推進相談室が常設されているほか、自主的にワークライフバランス研修等の実施や職員間で
の意見交換会などを実施している。
　地域との交流をはかるため夏祭りを実施しているほか、中高生の職場体験等へ協力している。職員の休
暇取得についても積極的に推進している。

公益財団法人とちぎ未来づくり財団理事長賞（6事業所）

社会福祉法人飛翔会ちゅーりっぷ保育園（矢板市）
（従業員数：22名　事業内容：保育所）
　短時間勤務制度の利用実績があるほか、妊娠・出産・育児を理由に退職した者の再雇用の実績もある。
　中学校からの実習生の受け入れや老人会との交流、お祭りへの参加を積極的に実施するなど地域に密着し
ている。

株式会社野澤實業（宇都宮市）
（従業員数：31名　事業内容：建設業）
　県の「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」企業である。
　始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ制度はないが、希望すれば利用することが可能である。
　また、高校生の職場体験の受入や、建設現場の近隣の小学校への説明会の実施などを通し地域との交流
を積極的に実施している。
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社会福祉法人晴桜会（那須塩原市）
（従業員数：38名　事業内容：介護事業）
　平成23年設立の法人で、まだ出産した従業員がいないが、原職への復帰や育児休業中の従業員への情報
提供、出産・育児等を理由に退職した者の再雇用制度など、子育て中の従業員が働きやすくなるためのとり
組みを積極的に実施していく予定である。

株式会社ＴＡＫＫ（那須塩原市）
（従業員数：21名　事業内容：介護事業）
　近隣の小学校とのレクリエーションを行ったり、中学校の職場体験を積極的に受け入れるなど、地域との
交流を図っている。
　また、今後、出産・育児等を理由に退職した者の再雇用制度、リフレッシュ休暇制度など、子育て中の従
業員が働きやすくなるための取組を積極的に実施していく予定である。

株式会社日本政策金融公庫
宇都宮支店（宇都宮市）（従業員数：61名　事業内容：金融業）
佐野支店（佐野市）（従業員数：12名　事業内容：金融業）
　本社は東京である。企業としては現在、２度目の「くるみん」の認定を受けているほか、支店として県の
「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」企業である。
　企業全体の制度として、社内イントラネット内に育児休業などに関するページを設置して常に閲覧できる
状況にある。また、従業員が保育サービスを利用する場合の助成制度や育児休業中の従業員の職業能力の開
発・向上の取り組みとして教育訓練制度があり、通信教育受講料を会社負担としているほか、育児休業中の
従業員にモバイル端末を貸与し、社内報の配信やメールでの情報提供などを実施している。
　育児参加休暇を５日間取得できる。

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1月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県青少年育成県民会議

理事長　荒　川　　勉

賛助会員数（平成27年1月現在）  個人　242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



　出会いの場イベントの開催や情報提供、
結婚サポーターによる結婚相談や縁結び事
業などの結婚支援事業を行っています。
●結婚サポーター募集中！
　  　結婚相談や縁結びをボランティアで

行っていただだける方を募集しています。
●縁結び事業のご相談も受付中です！
　  　結婚サポーターが相手方の紹介等を

行っています。

　子育て家庭に「とちぎ笑顔つぎつぎカード」を発行してお
り、カードを協力していただけ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。
　県内の18歳未満のお子様または妊娠中の方のいる世帯が対象
で、お住まいの市町の窓口交付を受けることができます。（カー
ドは各世帯1枚です）。
　また、福島県・茨城県・群馬県・埼玉県・新潟県でも同様の
事業を行っており、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。近県のカードの申込はとちぎ未来クラブへ！
※福島県・新潟県のカードは３月末に使用期限が切れますのでご注意ください。

子育て家庭を応援していただける協賛店舗も募集中です！

とちぎ出会いサポート事業 とちぎ子育て家族応援事業

詳しくはとちぎ未来クラブの HP をご覧ください！
　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/

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。
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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

♪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♪
錦織健プロデュース･オペラVol.6
モーツァルト『後宮からの逃走』
～ハーレムから助け出せ！
3月1日（日）17：00開演
会　　場／メインホール
Ｓ席 9,000円　Ａ席 7,500円
Ｂ席 6,000円（学生3,000円）
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

　人気オペラ歌手･錦織健が「気軽に楽しんでいただけ
るオペラを」と始めたシリーズ第6弾。今回は「魔笛」
「フィガロの結婚」と並ぶ傑作でありながら、なかな
か観る機会のないモーツァルトの「後宮からの逃走」
をお届けします。
　舞台は18世紀のトル
コ。海賊の手に落ち、ト
ルコの大守に捕らわれて
しまった婚約者のドタバ
タ救出劇。オペラ･ファ
ンから初めてオペラを観
る方まで、誰もが楽しめ
る華やかなステージを豪
華キャストでお楽しみく
ださい！
共催：ジャパン･アーツ

☆好評発売中！

音楽とおしゃべりで過ごす至福のひととき
とちぎクラシック･カフェVol.2
ゲスト／古川展生（チェロ）
3月28日（土）15：00開演
会　　場／メインホール
全席指定／2,000円
♪開演前や休憩中にロビーでコーヒーや
お茶を楽しめるドリンク券付です。
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。
“とちぎクラシック･カフェ”第２
回目のお客様は、東京都交響楽団
主席チェロ奏者であり、ソロでも
活躍中の『古川展生』さんです。
　クラシックのみならず、ジャ
ンルや形態にとらわれない幅広
いフィールドで目覚ましい活動
を続け、人気、実力ともに各方
面より注目を集めているチェロ
奏者です。
　演奏はもちろん、楽器の話
や、素顔が垣間見られるトーク
にも注目！！

☆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）
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　栃木県子ども総合科学館では、平成27年２月15日（日）に「第16回児童館フェ
ア」が開催されます。栃木県内の児童館33館が年に一度集結してのお祭りです。
　来館者の皆さんに楽しんでいただけるよう、各児童館が選りすぐりの工作やゲーム
を用意してお待ちしております。あそびのプロがオススメする工作やゲームなので、
おもしろいこと間違いなしです。
　今回はスタンプラリーも実施します。いろいろなブー
スを回ってスタンプを集めると、特製エコバッグがもら
えます。先着300名ですので、ぜひ参加してみてくださ
い。
　たくさんの方のご来館をお待ちしております。詳しく
は、栃木県子ども総合科学館ＨＰをご覧ください。

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：「海浜の旬・さんまとさつまいも」
●実施期日：平成26年10月25日（土）～26日（日）　１泊２日
●実施内容：
　・１日目→「さんまの干物づくり」と「さんまの網焼き」のどちらかを選択
　・夜の自由活動→ナイトハイク、ペーパークラフト、ジェルキャンドル作りなど
　・２日目→全員で「さつまいも掘り体験」と「つぼ焼きいも試食」
●参加者の声：
　・  さんまの干物づくりは難しいと思ったけど、講師の先生がていねいに教えてく

れたので、できてうれしかったです。
　・  自分で作った塩は、売っている物より美味しく感じました。また、旬のさんま

を炭火で焼くのはやっぱり最高ですね。
　・ジェルキャンドルは、思っていたよりうまくできたのでお家に飾りたいです。
　・  さつまいもが大きくてびっくりしました。畑から持ち帰る時、重くて手が痛く

なってしまいました。
　・  つぼでじっくりと焼いたさつまいもは、甘みが増してスイートポテトのようで

した。

　とちぎ海浜自然の家
では、今後も、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、お越しく
ださい。

とちぎ海浜自然の家

こんな主催事業を実施しています…「秋の味覚を堪能！」

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

干物づくり

さんまの網焼きつぼ焼きいもさつまいも掘り体験
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　なす高原自然の家では、12月13日（土）～12月14日（日）の１泊２日で、「クリスマスファミリーデ
ー」を開催しました。県内各地から33名の家族に参加いただき、しんしんと降り積もる雪の中、家族の絆が
大いに深まるイベントとなりました。
　一日目のメインは創作活動。ジェルキャンドル作り、クリスマスリース作り、木製ポストカード作りに挑
戦しました。思い思いにデザインしたキャンドルをキャンドルツリーの周りに灯すと、鮮やかで幻想的なク
リスマスツリーができあがりました。夜のクリスマス交流会では、そのツリーを囲んで歌ったり踊ったり、
サンタさんからのプレゼントもあって、大いに盛り上がりました。
　二日目のメインはダッチオーブンを使った調理活動。親子で協力して、ピザとローストチキン作りに挑戦
しました。いずれの調理も大成功。自作の料理に舌鼓を打ちながら楽しく会食することができました。

なす高原自然の家
なす高原自然の家　クリスマスファミリーデー

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

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、小山市の西高椅遺跡と佐野市の黒袴台
遺跡、下野市の愛宕塚古墳の3か所で計4回現地説明
会を行い、413名の方々が見学されました。発掘中
の遺跡は、いつが見頃になるか、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、是非足をお運び下さい。

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

クリスマスリース作り ローストチキン作り
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なす風土記の丘資料館

お知らせ
　当資料館は、平成27年１月19日（月）より平成27年
３月31日（火）まで、改修工事のため休館します。つき
ましては、冬春季企画展は中止させていただきます。な
お、周辺の史跡の案内・解説、出前授業、出前体験教室
は通常どおり実施します。休館期間中に予定していた下
記の講座およびイベントは、近接施設「那珂川町ふるさ
と館」を会場に開催します。

●風土記大感謝祭！！！
　火起こし・勾玉づくり・組みひも・古代文字ハンコ・
コマづくり・缶バッジづくり・ミステリークイズなどの
体験村が登場します。楽しみながら古代の人々の技術を
学べます。風土記田んぼの古代米を使った餅つきもあり
ます。
　[開催日] 2月22日（日）10:00～16:00
（受付は15:00まで）

●館長講演会「古代信仰の考古学」
　講師：篠原　祐一（当館館長）
　[開催日] 3月8日（日）13:30～15:00

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

県内・県外見学会
　当資料館では、昨年５月18日(日)に県外見学会、10月
26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 “山梨県の史跡を訪ねて”では、42名の皆
さんと､釈迦堂遺跡博物館や山梨県立考古博物館で縄文土
器･土偶の優品を見学し、大前方後円墳の甲斐銚子塚古
墳、信玄ゆかりの武田氏館跡も訪れ､当地の歴史を学びま
した。
　県内見学会 “大平･岩舟･佐野の史跡を訪ねて”では、
佐野市立郷土博物館･史跡唐沢山城跡、足利市永宝寺古墳
･小曽根浅間山古墳、栃木市村檜神社・おおひら歴史民俗
資料館を巡り､41名の皆さんと一緒に､郷土の多様な歴史
を再確認しました。

●お知らせ
　ただいま当資料館は､改修工事のため3月31日(火)まで
休館中ですが、周辺史跡の案内・解説、出前授業・出前
体験教室は通常どおり実施しています。なお、企画展講座
(2月8日(日))､しもつけ風土記塾(第４回)(3月7日(土))、解
説員育成講座学習会(3月14日(土))は、｢栃木県埋蔵文化
財センター｣で実施します。

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

風土記大感謝祭！！！各種体験

甲斐銚子塚古墳

館長講演会（平成25年度）

栃木市村檜神社
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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
宇都宮更正保護女性会
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
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
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
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
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１月現在 176団体
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個人会員　（50音順・敬称略）

■個人会員
　大輪　克哉 様

　
　田中　　茂 様

　
　小髙　　渉 様

11月・12月・1月の新規会員のご紹介（入会日順）

平成27年１月現在 242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
荒　川　　　勉
飯　島　悠　人
五十嵐　一　彦
五十嵐　　　清
池　㟢　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　坂　真　一
石　㟢　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　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　昭　吾
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
柏　㟢　　　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　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
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
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　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　芳　久

佐　藤　　　良
佐　山　宏　章
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
平　　　尚　久
高　野　恵　子
高　野　純　一
髙　野　嘉　子
高　橋　典　子
髙　橋　文　吉
多賀谷　郁　子
多賀谷　公　久
田　㟢　　　宏
田　代　　　隆
田　代　己　佳
唯　木　郁　夫
田　中　重　夫
田　中　　　茂
田　村　澄　夫
土　子　俊　雄
土　田　陽　吉
土　屋　忠　一
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　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　中　正　知
野　原　佑　介
野　村　節　子
畠　山　正　敏
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　瀨　由　佳
深　井　　　孟
福　田　達　基
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
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　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　㟢　　　忍
松　本　忠　太
松　本　礼　子
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
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
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■ 1～2 県民のつどい in 鹿沼市
■ 3 携帯電話講習会
■ 4 市町村民会議等全体研修会報告
■ 4～5 生き生き体験活動報告
■ 7 未成年喫煙防止対策協議会
■ 8～9 子育てにやさしい事業所顕彰
■ 10～13 財団のご案内
■ 14～15 賛助会員のご紹介
■ 16 寄付をいただきました

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

【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

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
　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、親子学び合い事業「児童生徒と保護者のための携帯電話講習会」の実施費用として活用させて
いただきます。

平成26年12月23日（火）
日刊建設新聞より

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27年１月20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。
　栃木県をはじめ宇都宮地方検察庁、栃木県保護
司会、栃木県保護観察協会、栃木県警本部などの

来賓のほか、約300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。栃木県更生保護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。


