
1

C O N T E N T S

平成28年2月25日 第206号

■ 1～3 県民のつどい in さくら市
■ 4 青少年の育成活動によせてvol.5
■ 5 青少年育成指導員に聞く！vol.3
■ 6 青少年育成県民会議表彰
■ 7 ふれあいフェスティバル参加
■ 7 未成年喫煙防止対策協議会開催
■ 8 携帯電話講習会
 携帯電話講習会実施状況調査結果
■ 10 市町村民会議等全体研修会報告
■ 11～13 財団事業案内
■ 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

栃木県青少年育成県民会議
シンボルマーク

　１１月２８日（土）に、さくら市氏家公民館にて「心豊かな青少年を育む県民のつどいinさくら市」を開催しました。
　開催市のさくら市、さくら市教育委員会、さくら市少年指導員会のご協力及び県内各青少年育成団体のご後援をいただいたほか、当
日はさくら市民の方はもちろん県内各地から４２０名の皆様にお越しいただき盛大に執り行うことができました。
　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。
地元青少年が活躍する団体発表として、第２部に喜連川公方太鼓さくらによる勇壮な太鼓演奏を行いました。幼稚園児から中学生を
中心とした編成での迫力あるステージに、客席からは感嘆の声も聞かれました。
　第３部は、マンガ「あしたのジョー」などのヒット作品でおなじみの漫画家で文星芸術大学教授のちばてつや氏による「漫画家ちばて
つや　生きるメッセージ」と題した講演を行いました。幼少期のマンガ好きが高じて漫画家となった氏の、仕事としての創作のつらさ
ややりがいについてユーモアのある語り口によるお話しをいただきました。
　また、客席との質疑では、「完璧な人間はいない。少しでも人の役に立つことをやるという繰り返しで生きていけば、どんな欠点だら
けの人でもいい人生になるはず」と青少年へのメッセージをいただいたり、即興でイラストを描いて投影したりしながら終始わかりやす
くお話しいただきました。客席からは時折笑いも起こるなど、引き込まれて聞き入りました。
　長時間にわたる大会となりましたが、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 さくら市」開催

第　1　部

第　２　部 第　３　部

第65回“社会を明るくする運動”作文コンテスト
“社会を明るくする運動”栃木県推進委員会委員長（栃木県知事）賞

「一センチの穴から見えたもの」
佐野市立北中学校 ２年　石川　夢姫さん

第38回栃木県少年の主張発表県大会　
最優秀（栃木県知事）賞

「かけがえのないふるさとのために」
さくら市立喜連川中学校 ３年　石塚　千夏さん

喜連川公方太鼓さくら演奏 ちばてつや講演会
「漫画家ちばてつや『生きるメッセージ』」
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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、司会を県立さくら清修高等学校放送部が行ったほか、第２部では喜連川公方太鼓さ
くらによる素晴らしい太鼓の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子どもたちの一面に触れる良い機会となりまし
た。
　また、展示コーナーではさくら市のPRや「とちぎの子ども育成憲章」実践事例のパネル、「家
庭の日絵日記コンテスト」の入賞作品、並びに第３部の講師であるちばてつや氏が教授を務める文
星芸術大学マンガ専攻の作品などの展示を行いました。

充実の展示パネル

県立さくら清修高等学校の放送部2名による司会開会行事

即興でイラストを描く講師 とちまるくんとさくらッピー、
コンタ君も勢ぞろい
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「心豊かな青少年を育む県民のつどい in さくら市」を振り返って
　栃木県青少年育成県民会議を中心に関連団体の皆さまと共に開催市ス
タッフとして参加させていただきました。
　スタッフの皆さまには開催まで準備にご尽力されたことに対しまして
改めて御礼申し上げます。
　こうした年一度の「心豊かな青少年を育む県民のつどい」は、「とち
ぎ」の青少年健全育成を県民一人ひとりの意識向上と、青少年の育成に
携わる団体の活性化を目的としていると伺っております。
　当日は、肌寒い天候ではありましたがさくら市民の方はもとより県内
各地から多数の皆さま、来賓をお迎えし盛大かつ無事故にて執り行うこ
とができました。
　青少年の意見発表の部では、普段聴くことが少ない率直な意見、考え

方の堂々とした発表に感動しました。ちばてつや氏の講演では、穏やかな口調で生い立ちを通して
分かりやすいお話を拝聴しました。
　あっという間に貴重な時間を過ごせた幸福感がありました。
　私たちさくら市少年指導員会は、未来の地域社会の担い手である青少年が夢や希望を持ち、健や
かに育つことが眼目です。この眼目に自覚と使命を持ってメンバー全員が喜々として活動を推進し
ております。

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28年2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28年2月現在）  個人　250人
　　　　　　　　　　　　　　  　団体　171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。

さくら市少年指導員会
会 長　田 代　眞 澄
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栃木県の青少年の育成活動によせて  vol.5
　このコーナーでは、県内の青少年育成にかかわる団体のトップリーダーに、青少年の健全育成についての
お考えを伺っています。

　一般社団法人栃木県子ども会連合会（以下、県子連）は、昨年３月に創立
四十周年を迎えましたが、県子連が設立される以前から各地域には「子ども
会育成会」が活動しており、この組織は、子ども会とその活動を支える育成
会両者の集団です。この単位子ども会育成会が今も昔も、子ども会活動の中
心であります。
　県子連、各市町の子ども会育成組織（市町子連）は、県下１４万２千名の
会員を有する単位子ども会育成会の活動を支援するために存在しています。
　単位子ども会育成会の特徴は「地域の中にある」ということです。地域に
暮らす大人、即ち商売をする人、農業の人、自営業の人、勤め人、高齢者、
障害を持つ人等、すべての人々が地域の子どもの指導者となり、育成者とな
ります。その中で子どもたちは上級生、下級生と共に異年齢集団として活動

し、社会性を身につけて行きます。
　子どもたちが自立し、自律できる人間として「生きる力」そして「生き抜く力」を体得するために
は、子どもの頃の「体験活動」が欠かせません。しかしながら昨今、家庭の「経済格差」が子ども達の
「体験格差」を生み出していると言われています。　
　「地域の子ども会育成会」は、すべての子どもたちに平等に様々な体験活動の機会を提供することを
目的としています。地域に暮らす大人達の応援、協力、見守りの中で、子どもたちは安心して安全に冒
険心を持って挑戦する活動を展開することができます。
　私共県子連は、与えられている使命の重さ、責任の重大さを改めて認識し、少子化の中にも「元気な
子ども会育成会」を盛り上げていく所存です。

　栃木県青少年指導員会連絡協議会は、現在12市（市町村合併で新たに市

となった下野市・那須烏山市を除く）で構成されています。県北ブロック

『那須塩原市・大田原市・日光市・矢板市』県央ブロック『さくら市・宇都

宮市・鹿沼市・真岡市』県南ブロック『栃木市・小山市・佐野市・足利市』

の三ブロックに分かれて、それぞれのブロック毎に市の組織のセンターと共

同で、地域の青少年を中心に、子供達の安全と安心の為に巡回指導活動（地

域によっては、名称を補導活動）、違反広告物の撤去、子供達の悩み相談等

を行っています。合わせて同活動が何か悪さを企んでいる者にとっての抑止

力となる事を期待しながら『愛の声かけ運動』を実践している所です。

　活動場所は地域によって様々ですが、市街地では駅周辺及び商店街を中心に、ゲーム店、カラオケ

店、公園等を、他の地域では、学校市民センター等の公共施設をはじめ、公園及び部活帰りの中学生を

中心に、愛の声かけ運動を実施しています。

　本会は会則の中で、会員相互の連絡を密にし、施策の相互研究を行い青少年の非行を防止しその健全

育成に資する事を目的にすると定めています。年一回の総会を宇都宮市で、センターとの合同研修会を

各ブロック持ち回りで年二回実施して、お互いの指導活動に生かす様にしています。二十一世紀を背負

って行く子供達の為に、これからも全員一丸となって『愛の声かけ運動』を続けて行きます。

一般社団法人栃木県
子ども会連合会

会長　内藤　　進

栃木県青少年指導員会
連絡協議会

会長　倉益　　章
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　栃木県青少年育成指導員の、青少年の育成についての熱い思いをご紹介するこのコーナーも第３回目とな
りました。
　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（福田富一知事）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、青少年育成の諸活動を行っています。
　今回は「春！私の地域の青少年へ『贈ることば』」をテーマに、6名のお話を伺います。

　春は進級・進学・就職の季節、生活の変化に合わせて夢や希望を大きくする時でもあ
ります。50数年前、就職試験の作文課題が「奉仕」でした。仕事に就くと「全体の奉仕
者」としての宣誓があり、以来43年間の勤務の間も、この「奉仕」を肝に命じ、忘れる
ことなく、ボランティアに意を向けながら仕事を続けてきました。退職後10数年の今な
お、地域でのボランティア活動に明け暮れる日々です。
　大げさに表現すると、―わが人生・生涯ボランティア―と言えるのかと思います。
　青少年の皆さん、早春の今、将来の夢に向けて羽ばたき、巣立ち、大きく躍進してく
ださい。

　昨年は、異常寒波の到来、真夏の連続猛暑日、9月の記録破りの豪雨、そして我が町を
流れる鬼怒川の氾濫、傷跡は今も残ります。
　皆さんも、別れと出会いの季節、友と過ごした日々、教室ケンカもしたし悔し涙を流
した日々も、今は何もかもが忘れられない思い出でしょう。
　春になれば新しい生活がスタートします。夢をあきらめず、沢山の体験･経験をし、家
族や地域の人々への感謝の気持ちを持ち、自分らしい人生を歩んでください。成長して
いく皆様を心から応援します。

　失敗からノーベル賞や名曲が生まれることもあるとよく聞きます。
　今でも思い起こす失敗があります。仕事の引き継ぎがうまく出来ず、周囲の協力でど
うにか体裁は整えましたが、結果的には先方に損害を与えてしまいました。しかし、先
方は私の是正案の努力を好意的に受け止めてくれ、より深い信頼関係を築けました。
　人生に失敗は一度や二度ではありません。若い皆さん、失敗を恐れずに日々の努力を
重ね挑戦して下さい。失敗は、時に夢に近づく何かを与えてくれるものです。

　少子・高齢化や情報化の急速な進展など、青少年を取り巻く環境は大きく変化してい
ます。青少年にかかわる問題の原因として、親子関係や成長段階の他人とふれあう機会
の減少等が影響しているとの指摘もあります。青少年がよりよい人間関係を築くため
に、地域社会には伝統的な行事や、異年齢、異業種の大人たちと交流する機会が多くあ
ります。私たちは青少年が健やかに成長できる環境づくりの一端を担うことができれば
と思います。

　例年にない寒さ、この寒い中、少年たちは自分の進路を決める季節になりました。進

級する人は慣れ親しんだ人との別れ、進学する人は今までとまったく違う環境に不安を

感じている人も多いのではないでしょうか。新しい環境に入ったときは、まず自分を知

ってもらうためにも、自分から率先して相手に話しかけていくことが環境に早くなれる

秘訣ではないでしょうか。まずやってみてください、必ずよい結果が出ると思います。

　私は大型バイクに乗るのが夢でした。しかし、乗れないうちに高齢になりました。あ
る日夢が実現しないのは仕事のせい、経済的なせい等とあきらめる原因を探している自
分に気づきました。しかし、実現しない本当の理由は別にありました。それは実現しよ
うとする気持ちの弱さでした。志ざしを強く持ち努力をする事。私は大型バイクに乗れ
ました。皆さんも春に、大きな夢を持ち、強い心で挑んで下さい。必ず夢は実現します
よ。

栃木県青少年育成指導員に聞く！ vol.3

那須塩原市
三本木　忠二

上三川町
渡辺　喜保

真岡市
久保野　實

芳賀町
綱川　文世

野木町
野田　光典

那須烏山市
舩橋　登美治



6

栃木県青少年育成県民会議表彰
　平成27年11月12日（木）に栃木県公館にて「栃木県青少年健全育成功労者等表彰式」を開催しました。
　県の「栃木県青少年健全育成功労者等表彰式」と合同で開催している表彰式において、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とともに、栃木県青少年育成県民会議表彰、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。このうち、栃木県青少年育成県民会議（とちぎ未来づ
くり財団）より表彰された方は以下のとおりです。（五十音順、敬称略）

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。

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。

栃木県青少年育成県民会議表彰

団体会員（1 団体）
栃木県連合青年団

社会貢献青少年
武　居　なおみ
玉　川　彰　宏
箕　輪　香菜子

石　島　忠　夫　　　井　戸　美　良　　　岩　下　和　子　　　岩　本　光　年　　　植　木　　　弘
小野田　利　江　　　亀　山　一　夫　　　川　田　恵　一　　　菊　地　髙　子　　　木　村　　　久
小　林　　　徹　　　小　林　保　子　　　小　林　由貴子　　　末　柄　　　淳　　　鈴　木　　　寛
髙　木　善　夫　　　塚　田　文　泰　　　津　川　辰　雄　　　津布久　捨三郎　　　鶴　見　智穂子
福　田　喜　重　　　藤　井　富　晴　　　本　郷　文　枝　　　増　田　浩　治　　　松　本　カネ子
松　本　忠　太　　　丸　山　哲　郎　　　山　本　智　之　　　渡　邊　美津子

子ども育成・憲章功労団体
安良沢小学校区自治会連絡会
宗円獅子舞保存会
栃木警察署管内少年指導委員会
平川はやし連
野州轟一番太鼓

鹿沼市剣友会
中央地区コミュニティ運営委員会
ピアリンクinとちぎ
平松本町女性防犯パトロール隊
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ふれあいフェスティバルに参加しました

平成27年度　未成年喫煙防止対策協議会が開催されました

　平成27年11月15日（日）とちぎ青少年セン
ターにおいて「ふれあいフェスティバル2015」
が開催されました。
　ふれあいフェスティバルは、とちぎ青少年セン
ターの利用促進を図るための開催として、また、
青少年の交流、青少年の健全育成を目的とした参
加団体のＰＲの場となっています。
　開催当日は、朝からの雨模様から一転午後には
晴天に恵まれ、各青少年団体の出展ブースはたく
さんの来場者で賑わいました。栃木県青少年育成
県民会議では、「つくってあそぼう」と題して、
簡単に作成出来て家に持ち帰って遊べる工作を作

る工作教室を行い、多くの子
供達に参加してもらえまし
た。
　また、合同開催であるイン
ターナショナルフェスティバ
ル「レッツアミーゴ！」が今
年で10年目という節目の年
を迎え、こちらも実りの多い
イベントとなり、大いに盛り
上がりを見せていました。

　平成27年11月19日（木）、宇都宮市の総合コミュニティセンターにて平成27年度未成年喫煙防止対策協
議会が開催されました。
　この協議会は未成年者の喫煙防止のための環境づくり対策のために設置されており、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27年度の活動について（抜粋）
⑴ 通年での活動
　   　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 未成年者喫煙防止強調月間（７月）での全国一斉の直接活動
 　  　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（16団体42名の参加による）

至宇都宮

イオン
壬生店

睦小栃

睦っ子の森
むつみっこ

200m

至栃木

独協
医大

マツキヨ

栃
木
街
道

ヤ
オ
ハ
ン

お
も
ち
ゃ
の

    

ま
ち
駅
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P

東
武
宇
都
宮
線

中
古
車
店
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館

元
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寿
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バ
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ム

至
上
三
川
町

至
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生
I.C

71

２

有機ほしいもで
とちぎの子どもの健康に
貢献します 栃

ほしいも王国®戸崎農園 TEL0282-81-0082 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁215-11
営業時間 １０：００～１５：００  定休日 月曜日・水曜日

●  ｢ 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）
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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
　栃木県青少年育成県民会議では、青少年の非行防止
に向け、小中学校等において「親子学び合い事業　携
帯電話講習会」を実施しています。
　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、通信ゲームやSNSの利用による見知らぬ人と
の交流などの日常的な部分から、インターネットによ
る犯罪まで、私たちを取り巻くあらゆる場面にかか
わっています。
　講習会では、これまでとは違った新しい視点で、身
近な問題から子どもと携帯・ネットの関係の本質に迫
ります。内容は視覚的にも分かりやすく、児童生徒の
皆さんとのコミュニケーションをとりながら進めて行
きます。
　今年度は、県内50の小中学校等で実施しました。

　近年の携帯電話やスマートフォンによるインターネット利用の普及は、日常生活に大きな利便性をもたら
す一方で、判断力がまだ十分でない青少年がこれらを安易に利用することで犯罪の被害者や加害者となる事
例などが多発し、社会的な問題となっています。当県民会議では県内全市町に設置する各青少年育成市町村
民会議と共催で親子学び合い事業を実施しておりますが、このような講習会は近年のニーズの高まりに伴
い、県内各地でも盛んに開催されはじめています。
　県民会議では、こうした現状を把握しより効果的な事業の展開を図るために、県内全小中学校に対し、平
成26年度における携帯電話に関する講習会の実施状況について調査をしました。

小・中学校における携帯電話に関する講習会実施状況調査結果報告

3　実施対象 （実施総数330回）

2　実施した回数 （実施校総数261校）

1　講習会実施の有無

児童生徒・保護者合同
157（47.6％）

1回
206校（78.9％）

実施した88校（80％）

実施した173校（59％）

実施した
261校（65％）

実施せず
141校（35％）

実施せず118校（41％）

実施せず21校（20％）

2回
47校（18.0％）

児童生徒向け
105（31.8％）

保護者向け
64（19.4％）

3回以上
8校（3.0％）

教員1　無回答3

全　体

小学校

中学校

調査対象

調査期間：平成27年10～11月
調査対象：県内全市町立小・中学校

学校数 回答数 回答率
小学校 377校 293校 77.7％
中学校 160校 109校 68.1％
計 537校 402校 74.9％

「平成26年度携帯電話に関する講習会　実施状況調査」より一部抜粋・加工
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4　講習実施の申込先
（実施総数330回）

5　来校した講師の所属
（実施総数330回）

その他38（11.5％）
無回答1（0.3％）教育事務所

4（1.2％）

青少年育成
市町村民会議
6（1.8％）

県教育委員会
児童生徒指導推進室
8（2.4％）

警察署
11（3.3％）

県総合
教育センター
14（4.2％）

eネットキャラバン
23（7.0％）

青少年育成
市町村民会議（県民会議）
40（12.1％）

校内で
47（14.2％）

市町教育
委員会
51（15.5％）

情報通信
会社等
87（26.4％）

「その他」の申込先
・NPO法人青少年メディア研究所（1）
・PTA（1）
・全国ウェブカウンセリング協会（1）
・ユーキャン（1）
・無記入（34）

携帯電話会社・
情報関連サービス会社
89（27.0％）

合同会社
ロジカルキット
54（16.4％）

校内の教員
47（14.2％）

県総合
教育センター
16（4.6％）

市町教育委員会
指導主事・
社会教育主事等
13（3.9％）

警察署
11（3.3％）

eネットキャラバン講師
10（3.0％）

教育事務所　指導主事・
社会教育主事等
8（2.4％）

デジタルアーツ
9（2.7％）

消費生活センター
7（2.1％）

スクールソーシャル
ワーカー（元・現）5（1.5％）

他校の教員4（1.2％）

NPO法人イー・エルダー
4（1.2％） その他

25（7.6％）
無回答
1（0.3％）

ユーキャン
27（8.2％）

「その他」の講師
・市のICT指導員（3）
・橋本屋（3）
・全国ウェブカウンセリング協会（2）
・大学の教員（2）
・PTA（2）
・AsChild（1）
・株式会社パーソナル（1）
・市民生活課職員（1）
・県　人権・青少年男女参画課（1）
・ピットクルー株式会社（1）
・有限会社ダガ・グラフィックス（1）
・無記入（7）
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平成27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28年２月８日(月)、栃木県総合教育センターにおいて、平成27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、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、約80名が参加しました。
　今年は、研修の充実を図るため終日開催とし、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、事例発
表「地域コーディネーターの取り組みの実際～地域のつなげ方、地域のアンテナの張り方～」に参加しまし
た。パネリストとして、栃木市都賀公民館副主幹田嶋律子氏、明治コミュニティ推進協議会会長増渕鉦一氏
から地域での活動と課題についての発表があり、コーディネーターの作新学院大学女子短期大学部青木章彦
教授からは、地域教育コーディネーターの役割を始め、学校・家庭・地域の連携を図るためのポイントにつ
いての講話がありました。
　その中で、青木教授は、心豊かな青少年を育成し「生きる力を育む」ためには、学校・家庭・地域が連携
し、様々な交流活動・体験活動・学習活動を提供していくことが大切であると説かれました。すでに地域教
育コーディネーターとして様々な調整役や推進役を
担っておりますが、新たな発想をもち、人と人を結
びつけ地域づくりにも参画してほしいとのお話をい
ただきました。青少年育成市町村民会議や青少年育
成指導員も十分に役割を担えると感じました。
　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めざし
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。

　全537校中、402校から回答（回答率74.9％）をいただき、261校（65％）において携帯電話講習会が
実施されております。半数以上の学校が、児童・生徒及び保護者（47.6％）、又は保護者（19.4％）を対
象に実施し、実施主体は様々でありますが、「危険性の理解」「情報モラルの意識高揚」「今後の携帯電話
利用」といった内容が中心となっています。
　講習会を実施した先生方からは、携帯電話の有用性や危険性について理解が深まった。情報モラル、ネッ
トでの危険性を周知することができた。繰り返し指導する必要性を感じた。との意見が寄せられ、携帯電話
講習会の意義や効果について確認することができました。
　県民会議としましても、市町村民会議を始め、関係機関と連携をしながら携帯電話講習会（親子学び合い
事業）を来年度も継続し開催していきます。

調査総評



11

●  平成27年度とちぎ未来クラブ出会いの場
イベント開催中！

　  　とちぎ未来クラブ出会いの場イベント
が順次開催されています。詳細はホーム
ページにＵＰしていますので、チェック
してください！

●縁結び事業も実施中です！
　  　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。

　  　クラブ共催イベントや出会い応援団体の
イベントの情報提供もしています。

　子育て家庭に発行している「とちぎ笑顔つぎつぎカード」
を、カード事業に協賛す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。

　カードは、お住まいの市町の窓口で交付を
受けることができます（18歳未満のお子様
または妊娠中の方のいる世帯に1枚です）。
　なお、4月から全国共通子育て支援パス
ポート事業が開始される予定です。
　左記の全国共通ロゴマークが入った「とち
ぎ笑顔つぎつぎカード」で県外の協賛店舗に
おいてもサービスの提供が受けられるように
なります。
　詳細が決まり次第、ホームページにてお知
らせします！

子育て家庭を応援していただける協賛店舗募集中！

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へお問い合わせください！
　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

♪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♪
わらび座　舞楽詩「風の又三郎」
3月6日（日）14：00開演
会　　場／メインホール
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。

　宮沢賢治「風の又三郎」の世界を、和楽器・洋楽器
を織り交ぜた音楽と、東北の民俗芸能を随所に取り入
れたパフォーマンスで表現する舞台。

平日の贈り物♪ランチタイムコンサート　祝5周年企画
ヨーナス・ハーヴィスト・トリオ
～Springジャズコンサート～

4月14日（木）
　11：30開演

（12：30終演）

会　　場／サブホール
全席自由／1,000円
※就学前のお子様の入場は
ご遠慮ください。

　ランチタイムコンサ
ート５周年記念のスペ
シャル企画として、シ
リーズ初のジャズコン
サートをお贈りしま
す！

☆好評発売中！

☆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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開催期間：3月19日（土）～4月10日（日）
※休館日3月22日（火）、3月28日（月）、４月４日（月）
内　　容
　今回は、不思議な数の世界を皆さんに楽しんでいた
だけるように企画しました。
　数の原理を利用した算数マジックや、数のパズル・
ゲームなどを体験することができます。また、身近に
ある数の紹介コーナーやスピードガンなどを使った
測定コーナー、円周率を歩いて求めるコーナーなどを予定しています。
　この春は科学館の「たのしい数の世界」で遊んで、数の新たな一面を発見しましょう！

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：「海浜秋まつり」
●実施期日：平成27年10月24日（土）～25日（日）　１泊２日
●実施内容：
　・１日目→  「おまつり広場」…さんまの炭火焼き、わたあめ、わなげ、創作活動　

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：
　・  自分たちで、焼いたさんまの味は格別でした。
　・マグロの解体ショーを初めて見ました。刺身もとってもおいしかったです。
　・さすが本場のさつまいもですね。

～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！

　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、お越し下さい。

①磯釣り入門　
　・ 期　　日：  平成28年5月21日（土）～22日（日）

大洗の海で磯釣りに挑戦
　・ 募集人数：50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28年6月11日（土）～12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28年7月9日（土）～10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28年8月8日（月）～10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
⑤カニ・ハゼ釣り入門
　・ 期　　日：  平成28年9月24日（土）～25日（日）

来年度からの新規事業！
　・  募集人数：50名 
　　　　　　　※県民（小学校4年生以上）対象

とちぎ海浜自然の家

迫力のマグロ解体ショー！

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

さんま炭火焼き

マグロの解体ショー



13

　なす高原自然の家では、９月に行われた1泊２日の宿泊事業「エンジョイネイチャー～初心者のための登山
教室～」を皮切りに、創作・調理活動の日帰り事業「わくわく体験デー」、小学５，６年生を対象とした２泊
３日の宿泊事業「こ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、クイ
ズに答えながら高校生ボランティアと一緒に殺生石や恋人の聖地とされる展望台を歩きました。
　さらには、12月、親子でピザやローストチキンを作ったり、リースを作ったりした「クリスマスファミリ
ーデー」、１・２月には、親子での雪遊びを中心とした「冬のファミリーデー」（ともに１泊２日の宿泊事業）
を行いました。最後に、３月には障がいのある方やその家族を対象とした宿泊事業「ふれあい広場」も行う
予定です。
　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　常設展示室　オープン
　昨年11月1日に常設展示室をオープン開設いたしました。埋蔵文
化財センターの仕事及び旧石器～平安の各時代のコーナーに、600
点以上の出土品を展示して考古学から分かったとちぎの歴史を紹介
しています。
　12月27日までは、常設展示室において特集展示 “巡回展　栃木
の遺跡”を併せて開催しました。今回特に珍しい足利市行

ぎょう

基
き

平
だいら

山頂
古墳出土の顔面が表現された円筒埴輪、小山市横

よ こ

倉
く ら

戸
と

館
だ て

古墳群の初
期古墳に供えられた大型の壺などが展示され、皆さん興味深く見学
していました。
　中には専門職員に熱心に質問をする方、二度三度見学に訪れる方
もいらっしゃいます。
　また、常設展示と併せて開催しています「バックヤードツアー」
や「勾玉づくり」にも多くの皆さまに体験していただいています。
特にバックヤードツアーでは、出土品がしまってある収蔵庫の中
や、出土品を復元している部屋など、普段立ち入ることが出来ない
場所を見学できます。是非お越しください。

　●開 館 日　日曜日～金曜日（土曜日、祝日は原則休館）
　●開館時間　9:30　～　16:30（入館は16:00まで）
　　バックヤードツアー　毎日２回　10:30～　14:00～
　　勾玉作り（日曜日のみ）　受付は15:00まで
　●連 絡 先　0285-43-1971（普及資料課直通；月曜日～金曜日）
　　　　　　　0285-44-8441（代表；日曜日～金曜日）

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①～初心者のための登山教室～」
茶臼岳中腹の「ヤッホーポイント」より

「こどもチャレンジキャンプ」ウィンディなすウォークラリーでの
足湯ポイントでの１コマ

足利市行基平山頂古墳出土　円筒埴輪

小山市横倉戸館古墳群出土　大型壺
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平成 24 年 6 月現在 208 名

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
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
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
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28年2月現在 171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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個人会員　（50音順・敬称略） 平成28年2月現在 250名

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

網　野　甚　一

荒　川　　　勉

飯　島　悠　人

五十嵐　一　彦

五十嵐　　　清

池　﨑　重　正

池　澤　真　司

池　田　清　貴

池　田　　　忠

井　澤　一　男

井　澤　晃太郎

石　井　和　樹

石　井　陽　子

石　坂　真　一

石　﨑　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

入内澤　滋　夫

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　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

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

熊　倉　　　繁

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

小　竹　欣　男

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　剛　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　雅　人

佐　藤　芳　久

佐　藤　　　良

佐　山　宏　章

塩　谷　節　子

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

添　田　敦　男

平　　　尚　久

高　野　恵　子

髙　野　嘉　子

高　橋　典　子

髙　橋　文　吉

多賀谷　郁　子

多賀谷　公　久

田　﨑　　　宏

田　代　己　佳

唯　木　郁　夫

田　中　重　夫

田　中　　　茂

田中島　浩　子

田　村　澄　夫

千金楽　　　宏

土　子　俊　雄

土　田　陽　吉

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　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

初　山　孝　行

花　澤　公　久

花　田　美　枝

花　塚　隆　志

早　川　尚　秀

半　田　照　忠

日向野　義　幸

氷　室　　　清

平　池　秀　光

平久保　直　希

平　野　博　章

廣　木　昭　男

廣　瀨　由　佳

深　井　　　孟

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

本　澤　洋　一

前　原　保　彦

眞　尾　　　博

増　山　敬　之

増　山　寿　生

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　﨑　　　忍

松　本　忠　太

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

吉　羽　　　茂

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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C O N T E N T S

平成28年2月25日 第206号

■ 1～3 県民のつどい in さくら市
■ 4 青少年の育成活動によせてvol.5
■ 5 青少年育成指導員に聞く！vol.3
■ 6 青少年育成県民会議表彰
■ 7 ふれあいフェスティバル参加
■ 7 未成年喫煙防止対策協議会開催
■ 8 携帯電話講習会
 携帯電話講習会実施状況調査結果
■ 10 市町村民会議等全体研修会報告
■ 11～13 財団事業案内
■ 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
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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27年12月９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、「心豊かでたくましい青少年の育成のために役立ててほしい。」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。

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28年１月20日（水）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
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寄付
の贈呈を受けました。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。


