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栃木県青少年育成県民会議
シンボルマーク

　今年の大会には県内の中学生16,７０５名の応募があり、各地区大会には各校代表の１６６名が参加しました。県大会は平成３０年９
月２２日栃木県総合文化センターサブホールで開催され、８つの地区大会で選ばれた代表１６名が２５０名を超えるご来場の皆様を前
に堂々と主張を発表しました。また、今年の県大会には栃木県青少年育成県民会議会長の福田富一栃木県知事が参加し、最優秀賞を
直接授与し、最後に力強く「激励の言葉」を述べました。
　なお、来年の県大会は、栃木県総合文化センター改修工事のため、２０１９年９月２１日宇都宮市文化会館を会場として開催します。

第41回栃木県少年の主張発表県大会

賞 氏　名 学校名・学年 題　　　　　　　名
最優秀賞 神立　千星 矢板市立泉中学校３年 「ごめんね」と言わない社会へ

優秀賞
（発表順）

郡司　　愛 日光市立落合中学校３年 世界に愛を届けたい
寺山佳央理 日光市立東中学校３年 命の重さとは
大江　愛結 大田原市立大田原中学校３年 私にできること

奨励賞
（発表順）

小澤　翔真 真岡市立大内中学校３年 僕の弟
鎌田　華凜 宇都宮短期大学附属中学校３年 墨の香りを世界に
島村　萌生 國學院大學栃木中学校３年 美しい日本の中の「私」
菅谷　　桜 芳賀町立芳賀中学校３年 「おめでとう」
三森　楓花 那須町立那須中央中学校３年 誰もが一等賞
石田　陽人 那須烏山市立烏山中学校３年 地域性の違いを知ることで
白井アイリ 小山市立小山中学校３年 一本のボールペンから
中澤　佳希 宇都宮市立旭中学校３年 祖母が残したメッセージ
吉田　萌雪 作新学院中等部３年 幸せのかたち
関塚　　萌 佐野市立常盤中学校３年 私を変えたもの
山口　真奈 足利市立第三中学校３年 私の夢
池嶋　俊平 栃木市立栃木東中学校３年 生きる理由
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　その日、私はとても追いつめられていました。陸上の
記録は伸びないし、夕ご飯の用意も手伝わなくちゃいけな
い。課題も終わさなきゃ…。だから帰宅して祖母が
「お帰り。頑張ったんだね。」
と声をかけてくれたときも、思わず
「ばあちゃんには分からないでしょ！？走れないんだか
ら！」
と声を荒げて怒鳴ってしまったのです。
　祖母の
「ごめんね、そうだよね…。」
という言葉で我に返りました。私はなんてことを言って
しまったのだろう。今もその時の祖母の顔が目に焼きつ
いています。
　祖母は筋ジストロフィーという病気を患っています。
聞いたことはありますか？これは徐々に筋力が低下する
病気です。幼い時に発症し、小学校高学年頃から車イス
に乗る場合が多いそうですが、祖母の場合は進行が遅く
6年前から車イスに乗るようになりました。
　祖母は外出を好みません。共働きの両親が珍しく休み
だったある日曜日、家族でドライブに行こうとした時
も、頑として出かけようとはしませんでした。「出かけ
よう」と誘う私に祖母は「ごめんね、ちほ。」と笑顔で
何度も謝っていました。祖母は自分が家族と外出するこ
とで、家族の行く場所が制限されたり、周りの人からジ
ロジロ見られたりするのが申し訳ないと思ったのです。
（なんでばあちゃんが謝らなくちゃいけないの！？）と誰
にぶつけていいか分からない怒りがこみあげてきまし
た。
　祖母の腕には火傷のあとがたくさんあります。帰りが

遅い両親に代わって夕食を用意する時にできるのです。
私が手伝えない時は一人で作ります。車イスの祖母に
とって台所は少し高い位置にあるのです。
「火傷したの？大丈夫！？」
と聞くと祖母はいつも笑って
「なんでもないよ。ごめんね、遅くて‥」
と言います。
　祖母はこのところ、私に頼ることが多くなりました。
ペットボトルのふたを開けるのが難しくなりました。ト
イレの手伝いも増えました。その度に祖母は「ごめん
ね、ちほ」と言います。いつか車イスでの生活もできな
くなるのでは、と思うと私は不安で不安で胸が苦しくな
ります。
　これから祖母はもっと周りに頼ることが多くなるで
しょう。祖母は迷惑をかける、と恐縮するでしょうが、
周りの人の手を借りることがそんなに悪いことでしょう
か。助け合うことなんてお互いさまです。私が手を貸す
以上に私は祖母に心の面でたくさん助けてもらっていま
す。私が辛い時、話を聞いてほしい時、学校で嫌なこと
があった時、いつも隣にいてくれたのは祖母でした。
　私は将来「介護福祉士」になりたいと思っています。
その夢が持てたのは祖母のおかげです。私が手を貸すこ
とで誰かが少しでも楽になるのならいくらでも働きた
い、そう思っています。体の不自由な人もそうでない人
も同じように自由に、安心して生活できる社会になって
ほしい、それが私の願いです。祖母のように「ごめん
ね」なんて悲しい言葉を言わなくてもいい社会。体の不
自由な人も使いやすい施設や建物、それが当たり前の社
会であるのはもちろんですが、心もフラットで不自由を
感じさせない社会。そういう社会を目指したいです。私
一人の力はたかが知れています。でもそう願い、発信し
続けていけば、願いは実現すると信じています。それが
今まで私を助けてくれた祖母への恩返しにもなると思っ
ています。そしていつか祖母に言いたいです。
「ばあちゃん、ごめんね。ううん、ありがとう。」

「ごめんね」と言わない社会へ
矢板市立泉中学校３年　　神立　千星

最優秀賞

大会の司会は、宇都宮市立旭中学校３
年の大竹 奈緒さん、所 暖乃葉さん、
田邊 愛実さんの３人が務めました。元
気で明るく、しかも的確な進行で、大
変好評でした。

県大会最優秀賞の神立千星さんは、平成30年11月11日国立オリンピック記
念青少年総合センターで開催された「第40回少年の主張全国大会」に栃木県
代表として参加しました。この大会は秋篠宮佳子内親王殿下ご臨席のもと開
催されました。神立さんは前日から会場に宿泊し、全国から集まった代表者と
の交流会に参加し、当日は壇上で努力賞の表彰を受けました。
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栃木県少年の主張発表大会とは

各地区大会の様子

　県内では、県大会以前に塩谷地区、安足地区で少年の意見の発表大会がありましたが、昭和53年11月28日に県内8
地区の代表による「第1回栃木県少年の主張コンクール」が宇都宮市立旭中学校を会場として開催されました。この大
会は、昭和57年の第5回大会から「栃木県少年の主張発表大会」となり、現在に至っています。
　また、全国では、国際児童年の昭和54年に「第1回全国少年の主張コンクール」が開催され、栃木県の代表が最高賞
の総務庁長官賞を受賞しました。この大会も、昭和57年の第4回大会から「少年の主張全国大会」となり、本県の代表
は昭和57年と平成11年に最高賞の内閣総理大臣賞を受賞しています。

最優秀賞 作新学院中等部 3年　吉田　萌雪
　　〃 宇都宮市立旭中学校 3年　中澤　佳希
　　〃 宇都宮短期大学附属中学校 3年　鎌田　華凜
優 秀 賞 上三川町立本郷中学校 3年　稲瀬　真奈
　　〃 宇都宮市立陽北中学校 3年　進藤　裕之
　　〃 宇都宮市立清原中学校 3年　小室　芽衣
優 良 賞 宇都宮市立河内中学校 3年　八木　志実
　　〃 上三川町立上三川中学校 3年　吉澤　唯菜
　　〃 宇都宮市立陽西中学校 3年　堀江　陽菜

優 良 賞 上三川町立明治中学校 3年　古橋　佳也
　　〃 宇都宮市立瑞穂野中学校 3年　坂野　綾帥
　　〃 宇都宮市立田原中学校　 3年　赤羽　唯吹
　　〃 宇都宮市立陽南中学校 3年　石井　花夏
　　〃 宇都宮市立姿川中学校 3年　彦素　郁琉
　　〃 宇都宮市立古里中学校 3年　奥村　奈央
　　〃 宇都宮市立上河内中学校 3年　江連　日菜
　　〃 宇都宮市立国本中学校 3年　郡司　真凪
　　〃 宇都宮市立晃陽中学校 3年　竹原　陽菜
　　〃 宇都宮市立豊郷中学校 3年　駒場　菜緒
　　〃 宇都宮海星女子学院中学校 3年　横山日向子
　　〃 宇都宮市立陽東中学校 3年　佐々木夏音
　　〃 宇都宮市立宮の原中学校 3年　篠㟢　彩花
　　〃 宇都宮市立一条中学校 3年　遠藤　桜子
　　〃 宇都宮市立宝木中学校 3年　冨貴澤萌子
　　〃 宇都宮市立城山中学校 3年　郷間　祐樹
　　〃 文星芸術大学附属中学校 3年　角田　美空
　　〃 宇都宮市立横川中学校 3年　平塚　奏美
　　〃 県立宇都宮東高等学校附属中学校 3年　橋本　百花
　　〃 宇都宮市立雀宮中学校 3年　佐藤由貴子
　　〃 宇都宮市立星が丘中学校 3年　増田　愛紀
　　〃 宇都宮市立泉が丘中学校 3年　竹内　うた
　　〃 宇都宮市立若松原中学校 3年　山口　夏凛
　　〃 宇都宮市立鬼怒中学校 3年　大谷　梨華

河宇地区大会
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8月22日（水）パルティ とちぎ男女共同参画センター

最優秀賞 國學院大學栃木中学校 3年　島村　萌生
　　〃 栃木市立栃木東中学校 3年　池嶋　俊平
　　〃 小山市立小山中学校 3年　白井アイリ
優 秀 賞 壬生町立壬生中学校 3年　荒川　　結
　　〃 栃木市立皆川中学校 3年　小林　　葵
　　〃 栃木市立吹上中学校 3年　西澤友里花
　　〃 小山市立小山第三中学校 3年　空閑リビア有沙
　　〃 小山市立小山城南中学校 3年　芳賀　千尋
　　〃 壬生町立南犬飼中学校 3年　塩﨑ななみ
　　〃 栃木市立寺尾中学校 3年　中田　康太
　　〃 小山市立大谷中学校 3年　関　菜々美

優 秀 賞 小山市立間々田中学校 3年　田中　愛梨
　　〃 下野市立南河内中学校 3年　羽生　結愛
　　〃 栃木市立大平中学校 3年　恩田　呼春
　　〃 栃木市立大平南中学校 3年　佐山千悠里
　　〃 小山市立乙女中学校 3年　大田和亜実
　　〃 小山市立豊田中学校 3年　今井　望歩
　　〃 下野市立南河内第二中学佼 3年　浅和　璃桜
　　〃 栃木市立藤岡第一中学校 3年　谷口　冠太
　　〃 栃木市立藤岡第二中学校 3年　田中　　琳
　　〃 栃木市立都賀中学校 3年　阪本　活美
　　〃 小山市立美田中学校 3年　中村　柊瑛
　　〃 下野市立石橋中学校 3年　高橋　心愛
　　〃 下野市立国分寺中学校 3年　西村　琉那
　　〃 栃木市立西方中学校 3年　古平　柚葉
　　〃 栃木市立岩舟中学校 3年　長谷川美菜
　　〃 小山市立桑中学校 3年　林　　柚菜
　　〃 野木町立野木中学校 3年　伏木　沙綾
　　〃 栃木市立栃木西中学校 3年　松本　京佳
　　〃 小山市立絹義務教育学校 9年　海賀まほろ
　　〃 野木町立野木第二中学校 3年　田島可奈美
　　〃 栃木市立栃木南中学校 3年　片柳　　創
　　〃 栃木市立東陽中学校 3年　金子　万純
　　〃 小山市立小山第二中学校 3年　村上　葵愛

8月23日（木）下野市国分寺公民館

下都賀地区大会
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最優秀賞 真岡市立大内中学校 3年　小澤　翔真
　　〃 芳賀町立芳賀中学校 3年　菅谷　　桜

優 秀 賞 益子町立七井中学校 3年　田中　愛大
　　〃 真岡市立真岡中学校 3年　笹原　　梓
審査員特別賞・優秀賞
 栃木県立益子特別支援学校 3年　岡田楓乃音
優 秀 賞 真岡市立中村中学校 3年　小林姫菜子
　　〃 益子町立益子中学校 3年　小薬　　岳
　　〃 真岡市立久下田中学校 3年　佐藤　　想
　　〃 市貝町立市貝中学校 3年　遠藤美茅花
　　〃 真岡市立真岡東中学校 3年　松本　妃加
　　〃 益子町立田野中学校 3年　緒方　桃子
　　〃 茂木町立茂木中学校 3年　河井　若那
　　〃 真岡市立真岡西中学校 3年　赤井　陽成
　　〃 真岡市立物部中学校 3年　直井　駿佑
　　〃 真岡市立長沼中学校 3年　大出　佳歩
　　〃 真岡市立山前中学校 3年　大島　萌菜

最優秀賞 大田原市立大田原中学校 3年　大江　愛結
　　〃 那須町立那須中央中学校 3年　三森　楓花
優 秀 賞 那須塩原市立三島中学校 3年　竹田　彩夏
　　〃 那須塩原市立塩原小中学校 9年　對間　光綺
　　〃 那須塩原市立黒磯中学校 3年　小森　悠歌
優 秀 賞 那須塩原市立西那須野中学校 3年　平山　望愛
優良賞 那須町立那須中学校 3年　田中　純鈴
　　〃 那須塩原市立厚崎中学校 3年　平山　陸翔
　　〃・審査員特別賞
 県立那須特別支援学校中等部 3年　小泉　忠輝
優良賞 大田原市立金田北中学校 3年　片瀨　美空
　　〃 大田原市立親園中学校 3年　石㟢　未来
　　〃 那須塩原市立箒根中学校 3年　藤田　太陽
　　〃 大田原市立若草中学校 3年　岩上しずく
　　〃 大田原市立黒羽中学校 3年　平山　佳奈
　　〃 那須塩原市立東那須野中学校 3年　江口　音花
　　〃 那須塩原市立黒磯北中学校 3年　星野谷晴菜
　　〃 那須塩原市立日新中学校 3年　大隅　香澄
　　〃 大田原市立湯津上中学校 3年　清水　由唯
　　〃 大田原市立野崎中学校 3年　西山　明花
　　〃 大田原市立金田南中学校 3年　大賀　吏紗
　　〃 学校法人幸福の科学学園中学校 3年　伊藤　新乃
　　〃 那須塩原市立高林中学校 3年　菊地　奏太

4

９月6日（木）大田原市ピアートホール

那須地区大会

８月23日（木）真岡市青年女性会館

芳賀地区大会

最優秀賞 日光市立落合中学校 3年　郡司　　愛
　　〃 日光市立東中学校 3年　寺山佳央理
優 秀 賞 鹿沼市立西中学校 3年　鈴木　春佳
　　〃 鹿沼市立東中学校 3年　熊田　　楓
　　〃 日光市立中宮祠中学校 3年　関　日奈乃
優 良 賞 日光市立栗山中学校 2年　湯澤妃茉莉

優 良 賞 日光市立小林中学校 3年　山田　彩稀
　　〃 鹿沼市立南摩中学校 3年　若林姫奈理
　　〃 日光市立東原中学校 3年　鎌田　将光
　　〃 鹿沼市立板荷中学校 3年　竹澤　　蓮
　　〃 日光市立大沢中学校 3年　江口　真央
　　〃 鹿沼市立加蘇中学校 3年　山登はるな
　　〃 日光市立小来川中学校 2年　矢野　楓夏
　　〃 日光市立三依中学校 1年　七田　紹次
　　〃 日光市立足尾中学校 3年　神山　奈美
　　〃 鹿沼市立南押原中学校 3年　大島　優衣
　　〃 日光市立今市中学校 3年　鷹箸　凪沙
　　〃 鹿沼市立北押原中学校 3年　小池　正美
　　〃 日光市立藤原中学校 3年　関谷　颯希
　　〃 鹿沼市立北犬飼中学校 3年　松本　　萌
　　〃 鹿沼市立粟野中学校 3年　大貫さくら
　　〃 鹿沼市立北中学校 3年　新酒さくら
　　〃 日光市立湯西川中学校 3年　阿部　嘉倫
　　〃 日光市立豊岡中学校 2年　湯澤　花音
　　〃 日光市立日光中学校 3年　清水　楓真

8月25日（土）鹿沼市民文化センター

上都賀地区大会
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最優秀賞 佐野市立常盤中学校 3年　関塚　　萌
　　〃 足利市立第三中学校 3年　山口　真奈

優 秀 賞 白鷗大学足利中学校 3年　蜂須　優真
　　〃 佐野市立西中学校 3年　深沢　莉瑚
　　〃 佐野市立南中学校 3年　大島茄巳琉
　　〃 佐野市立赤見中学校 3年　田所　楓華
　　〃 足利市立山辺中学校 3年　齋藤　夢希
　　〃 県立佐野高等学校附属中学校 3年　中島　　碧
　　〃 足利市立北中学校 3年　金子　優花
　　〃 佐野市立北中学校 3年　若田部夢希
　　〃 佐野市立葛生中学校 3年　須賀さゆり
　　〃 足利市立第一中学校 3年　須永　佳桜
　　〃 足利市立毛野中学校 3年　須田　彩音
　　〃 足利市立第二中学校 3年　阿部　航大
　　〃 佐野市立田沼東中学校 3年　大鷲　一心
　　〃 足利市立西中学校 3年　田中　侑斗
　　〃 足利市立協和中学校 3年　新井優莉奈
　　〃 足利市立富田中学校 3年　長谷川望々
　　〃 佐野市立城東中学校 3年　小池　泉樹
　　〃 足利市立坂西中学校 3年　住吉　那月
　　〃 佐野市立田沼西中学校 3年　田中　李音
　　〃 足利市立愛宕台中学校 3年　中山　蒼葉

最優秀賞 那須烏山市立烏山中学校 3年　石田　陽人

優 秀 賞 那珂川町立馬頭中学校 3年　阿部　葉月

　　〃 那珂川町立小川中学校 3年　手塚　彩乃

　　〃 那須烏山市立南那須中学校 3年　高瀬　日菜

最優秀賞 矢板市立泉中学校 3年　神立　千星

優 秀 賞 さくら市立氏家中学校 3年　半田明日奏

　　〃 さくら市立喜連川中学校 3年　小倉めぐみ

　　〃 矢板市立矢板中学校 3年　奥村真理絵

　　〃 矢板市立片岡中学校 3年　齋藤　千紗

　　〃 塩谷町立塩谷中学校 3年　宇賀神　凜

　　〃 栃木県立矢板東高校附属中学校 3年　杉山　美月

　　〃 高根沢町立阿久津中学校 3年　田中　千楽

　　〃 高根沢町立北高根沢中学校 3年　小松　宙央

5

安足地区大会

９月11日（火）那須烏山市烏山公民館

９月6日（木）佐野市文化会館

南那須地区大会

９月13日（木）さくら市立氏家中学校

塩谷地区大会

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
ご案内　～ぜひご来場ください～

日　　時：平成 31(2019) 年 1月 30日 ( 水 )
	 13:00 ～ 15:50（受付開始 12:30）
会　　場：佐野市文化会館　小ホール
申　　込：事前申込が必要です。
	 申込締切　平成 31(2019) 年 1月 17日 (木 )
主　　催：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
共　　催：佐野市教育委員会
お問合せ先：栃木県県民生活部人権 ･青少年男女参画課
	 青少年育成担当　TEL	028-623-3076

【基調講演】
「ネット時代における青少年育成のあり方」
講　師：NPO法人青少年メディア研究協会理事長
　　　　合同会社ロジカルキット代表　下田　太一	氏
【パネルディスカッション】
コーディネーター：宇都宮大学准教授　川島　芳昭	氏
パネリストには佐野市小中学校 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、栃木県警察本部から人材を迎えて、そ
れぞれの取組や、今後の課題について、活発なディスカッションを
行います。
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「心豊かな青少年を育む県民のつどいin真岡市」開催
　10月28日（日）午後1
時30分から、市民“いち
ご”ホ ー ル （ 真 岡 市 民 会
館）で「心豊かな青少年を
育む県民のつどいin真岡
市」を開催しました。約
300名の皆様にご来場いた
だきました。会場ロビーで
は、真岡市の紹介をはじ
め、「心のスクラム県民運
動」の解説、「2018『家庭
の日』絵日記コンテストの入賞作品、下田太一氏（「ネット時代の歩き方講習会」講師）監修の「ケータイ
かるた」などが展示され、多くの来場者の方が立ち止まり、展示物をご覧になっていました。
　開会行事の後、第1部では、栃木県「第68回社会を明るくする運動」作文コンテスト中学生の部で最優秀
賞を受賞した鹿沼市立南押原中学校3年大島優衣さんの作文の朗読と、第41回栃木県少年の主張発表県大会
で最優秀賞を受賞した矢板市立泉中学校3年神立千星さんの発表でした。

　大島さんの作文は「あたたかなまちへの第一歩」という題で
す。大島さんは、「社会を明るくする運動」のチラシの「更生保
護」という言葉に目がとまったそうです。罪を償い社会復帰して
も、職に就けず居場所が見つからず、さらに犯罪を重ねてしま
う、そういった負のサイクルを断ち切るには、周囲の人がその人
を正しく理解し、立ち直りを支えることが必要です。大島さん
は、支え、立ち直りをサポートする地域づくりの第一歩はあいさ
つだと考えています。自分のできる小さなことから、一歩踏み出
して参加していきたいという思いの伝わる作文でした。

　神立さんは、ある時、些細なことで祖母を怒鳴りつけてしまいました。身体障害を抱える祖母の「ごめん
ね」という言葉にはっとしました。これまで自分を支えてくれた祖母を怒鳴りつけた自分を反省するだけで
なく、体の不自由な人も「ごめんね」と言う必要のない社会、誰もがフラットな気持ちで自分らしく生きて
いける社会、神立さんはそのような社会を実現したいと力強く発表しました。
　第2部前半の栃木県立真岡工業高等学校音楽部のジャズ演奏は、少人数ながら、明るく軽やかで、会場か
ら手拍子が起こる曲もあり、演奏と会場が一体となった素晴らしい時間となりました。
　後半は栃木県無形民俗文化財の大日堂獅子舞です。この獅子舞は真岡市の両部山大日堂に伝わるもので
す。おごそかで素朴な獅子舞に、300年を超えて受け継がれてきた地域の伝統が感じられました。
　第3部は、寺尾常史氏（錣山（しころやま）親方/元関脇 寺尾）の「私の相撲人生」と題する講演です。
相撲一家に生まれた寺尾関は、中学生まではなかなか目標が定まらなかったそうですが、高校で相撲部に入
り、努力することで心身ともに強くなりました。そんなとき母親を癌で亡くし、それを機に高校を退学して
父の部屋に入門しました。寺尾関が力士になることは母親の望みでもありました。二人の兄も力士でした
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が、力士としては体が小さかった寺尾関は、毎日必死に食べ、
夜食べたものを腹に収めるため、横になって寝られないほどで
した。関脇まで昇進した頃、やはり相撲一家育ちで10歳年下
の貴乃花関との初めての取り組みがあり、絶対負けたくないと
臨みましたが敗れてしまいました。その時の悔しさが、その後
の寺尾関の励みとなったそうです。そして、5年後に横綱と
なった貴乃花関からやっと金星を挙げました。しかし、その直
後足の指を骨折し、幕内連続出場記録も1359で途切れ、一時
は十両まで番付を落としました。離れていくファンもいる中
で、以前通りに応援してくれる方もいて、それを支えに頑張
り、何とか幕内に戻ることができました。そっと背中を押してくれた母、悔しさを何とか跳ね返そうとした
力、苦しい時にも応援してくださった方々、それらが「寺尾関の相撲人生」の支えになったそうです。
　数々のエピソードを交え、時には会場に笑いが起こるお話しでしたが、錣山親方の人としての優しさがし

みじみと伝わり、人生で大切なものは何かをあらためて考えさ
せられる内容でした。
　今回の県民のつどいでは、真岡女子高等学校放送部の菊地七
海さん、菅野明日美さんが司会を担当されました。「言葉に愛
を乗せて」のモットーのとおり、よく透るはっきりとした声の
アナウンスと、丁寧で落ち着いた司会進行が印象的でした。
　来年度のつどいは「心豊かな青少年を育む県民のつどいin大
田原市」として、2019年６月22日(土)那須野が原ハーモニー
ホール(大ホール)を会場に開催する予定です。

栃木県青少年育成指導員会自主研修会が実施されました
　本年度の栃木県青少年育成指導員会第2回自主研修会が、平成30年6月29〜30日「なす高原自然の家」
で、育成指導員14名と県民会議事務局6名の20名が参加して開催されました。この研修会が1泊で開催され
るのは平成22年以来のことです。
　初日の入所式、施設見学の後、栃木県青少年育成県民会議の小林延年理事長の講話「栃木県における農業
と子ども達」です。家族や仲間と話しながら食事をすることが青少年の心身の健康の基本となるというお話
に、皆さん認識を新たにしました。次に、育成指導員の皆さんから、各地域の状況と活動内容、さらに育成
指導員として感じていることを発表していただきました。この話し合いは、夕食を挟んで夜9時前まで続き
ました。さらにその後の懇親会でも、忌憚のない意見の交換がありました。
　栃木県青少年育成指導員は、地域のボランティアリーダーとして活動し、市町村民会議の結成と運営の指
導者となることを期待して昭和43年に設置されました。全市町に市町村民会議が設置された現状に「設置
要綱」等が合わなくなっている点や、各市町で育成指導員の位置付けが大きく違うといった問題点が指摘さ
れました。
　県民会議事務局では、これらの意見を踏まえ、次年度から「設置要綱」等を大幅に改訂し、各市町の担当
課にその趣旨を直接説明することとしました。制度や運営を見直す大きなきっかけとなった研修会でした。
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とちぎ心のスクラム県民運動

佐野市立田沼小学校
木村　優希さん
「きょうも一日ありがとう」

最優秀賞

優秀賞優秀賞

那須塩原市立南小学校
清水　良樹さん
「お母さんのうで」

那須町立高久小学校
根本　蒼生さん
「おとうとのたんじょうび」

毎月第３日曜日は

ふれあい育む

家庭の日

2018家庭の日
絵日記コンテスト結果
2018家庭の日
絵日記コンテスト結果

　次代を担う青少年を心身ともに健やかに育む
ためには、明るく円満な家庭が必要です。ふれあ
い育む「家庭の日」を広報・啓発し、県民総ぐるみ
で青少年の育成に取り組むために、家族のふれ
あいや思い出等をテーマに、絵日記コンテストを
実施しました。2007年から始まり１２回目をむか
えた今年は、昨年よりも約５００点多い、２,５６７点
の応募がありました。たくさんのこどもたちの家
族への感謝と、家族を大切に思うあたたかい気
持ちが伝わる素晴らしい作品ばかりでした。たく
さんのご応募ありがとうございました。
　審査委員の方々による審査の結果、本誌面の
とおり入賞作品１３点を決定いたしました。なお、
審査結果及び入賞作品は（公財）とちぎ未来づく
り財団のホームページにも掲載されております。
（http://www.tmf.or.jp/h30contest.html）
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優良賞

下野市立緑小学校
堀　莞爾さん
「かんぱい」

宇
都
宮
市
立
横
川
東
小
学
校

林
　隼
汰
さ
ん

「
み
ん
な
の
す
い
か
」

栃木市立栃木中央小学校
金子　真奈人さん
「大切な時間」

矢
板
市
立
安
沢
小
学
校

福
田
　愛
夢
さ
ん

「
家
族
で
ま
ん
ざ
い
」

宇
都
宮
市
立
今
泉
小
学
校

山
村
　陽
菜
さ
ん

「
家
族
団
ら
ん
」

大田原市立大田原小学校
前島　舞葉さん
「かぞくでぷうる」

栃木市立大平西小学校
富田　華衣さん
「わたしの川の字」

下野市立緑小学校
堀　ことのさん
「まほうのあいさつ」

栃
木
市
立
赤
津
小
学
校

廣
瀬
　颯
太
郎
さ
ん

「
ぼ
く
の
だ
い
す
き
な
か
ぞ
く
」

栃木市立大平南小学校
大嶋　りおさん
「あいじょう「ぎゅう～」」
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平成30年度「栃木県青少年育成県民会議表彰」
　平成30年１１月１２日(月)に栃木県公館にて｢平成３０年度栃木県青少年健全育成功労者等表彰式｣が開催され
ました。県の表彰である「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」に合わせて、
「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の表彰を受けられた方々は以下のとおりです。(五十音順､敬称略）

足利警察署少年指導推進委員会	 石井町交番防犯連絡会	 宇都宮市富屋地区青少年育成会	
思川西部農村環境保全会（思川西部土地改良区）	 小山地区職場警察連絡協議会	 がんがら会議	
逆面エコ・アグリの里	 佐野市子ども会連合会	 三区町環境保全隊	
下野警察署管内少年指導委員会	 下野市グリーンクラブ	 とちぎユースネットワーク	
那須塩原警察署管内少年指導委員会	 みやのもり自治会	 みんなで和楽踊りの会	
真岡ジュニアリーダースクラブ	 陽南中学校おやじの会

青木　優美	 清水　峻平
中田　滉二

足利大学　全学応援団
自然教室ネイチャーフレンド

(賛助会員として20年以上ご協力いただいた方)

神宮由美子	 多賀谷郁子

子ども育成・憲章功労団体（17団体）

社会貢献青少年（3名）

優良青少年団体（2団体）

栃木県青少年育成県民会議賛助会員感謝状贈呈

個人会員（2名）

秋山　黎明	 浅川　健治	
浅川　　享	 上野　幸弘	
大類　淳子	 小澤　明美	
加藤　拓央	 粂川　秀夫	
越渕　雅子	 小峰　直人	
齋藤美知枝	 篠崎　享子	
篠原　容子	 清水　信子	
髙野　　篤	 田村　晋也	
為乗　直子	 手塚　章雄	
中島　孝司	 長島　久登	 縫田冨士雄	 針谷　久子	 深澤　　功	 福田　金也	
古橋　正男	 堀越　　博	 松本　裕之	 村上　佳彦	 谷田貝芳子	 山田　一則	
山本　長衛

子ども育成・憲章功労者（31名）
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　私たち自然教室ネイチャーフレンドは、自然体験やレクリエーション活動を通して、子どもたちが自然に
親しむ「きっかけ」をつくることを目的とした環境・野外教育活動団体です。年間平均16回、おおむね月
に一度の間隔で活動を行っていて、キャンプや宿泊活動は年間に4回実施しています。大学生を中心に、社
会人まで含めた幅広い年齢層のスタッフが運営に携わり、世代を超えた活動となっています。
　また、活動に参加する子ども達のことを
「ジュニアレンジャー」と呼びます。同じ年度
に参加したジュニアレンジャーごとに初級・中
級・上級・アドバンスドまでの4つのクラスがあ
り、生き物・植物観察や自然体験ゲーム、創作
といった活動を体験していきます。そういっ
た、1年間を通じた活動を体験して次のクラスへ
進み、また同じ仲間で活動していく、「ジュニ
アレンジャースクール」という方法をとってい
ます。
　自然の中で楽しむためには、それなりの準備
や知識が必要です。ただ遊ぶということではな
く、楽しい中にも自然に関して知っておかなければいけないことが多くあります。それらを実際に見て、

触って、感じてみるという体験を積み重ねていくことで
学び、子ども達と自然との距離を身近なものにする
「場」を提供しています。また、スタッフ側も自然の中
での楽しみ方を教えるためには、前提となる知識や活動
の企画、説明の仕方等日々勉強であり、特に大学生に
とってはそこから進路や新たな自分の発見、経験の蓄積
など、ジュニアレンジャーとともに成長しています。
　さらに、宇都宮市冒険活動センターや森林公園・みず
ほの自然公園等宇都宮市内を中心とした各地の自然公園
や里山などのフィールドでの活動を通して、自然だけで
なく地域の魅力に気付いていくきっかけにもなると考え
ております。また、ジュニアレンジャーだけでなく親子
で参加できる活動もあり、そういった点でも親子で学ぶ

機会や異世代、異学年交流といった世代を超えた活動が行えていると自負しております。
　2000年の発足から18年を経て、当時ジュニアレンジャーだった子ども達が大学生となり、今度は今の
ジュニアレンジャーに対して活動を行うなど、会として一定の成果を得られています。また、発足当時は4
人のジュニアレンジャーから始まった活動も現在は
100名を超えるなど、成長を続けています。
　自然と親しみ、外遊びの楽しさや友達と過ごす時
間、学校だけでは勉強できない機会を作り続ける中
で、参加しているジュニアレンジャーやスタッフも、
全員生き生きと楽しそうに活動を行っています。自然
体験を通して、親や先生以外の大人たちと接していく
経験自体が、子ども達の貴重な学びと今後に繋がって
いくのではないかと考えます。私たちの活動が、自然
を学ぶことをきっかけに子どもと大人の架け橋にも
なっていけば幸いです。

「栃木県青少年育成県民会議表彰」優良青少年団体の紹介
～自然教室ネイチャーフレンド～特集

自然教室ネイチャーフレンド事務局
〒321−8505　栃木県宇都宮市峰町350
宇都宮大学 教育学部 陣内研究室内
メールアドレス　nfriendnet@yahoo.co.jp
H P ア ド レ ス　http://natufriend.wix.com/naturefriend

お問い合わせ



　スマホは確かに便利な道具だけど、スマホの使いすぎでできなくなってしまうことがあること
がわかりました。スマホに頼っていると漢字が書けなくなったり、目上の人ときちんと話せなく
なったりなど、大人になれないということです。できるだけ自分の力でやることが大切だとわかっ
たので、スマホやタブレットをやっている時間を減らして、勉強をしたり、家族や友達と直接話
をしたりしてきちんとした大人になりたいと思いました。 【小学６年】

　「ネット」は知らないうちにまちがいに慣れてしまうなんて、まほうみたいな不思議な力を持っている
道具なんだと思いました。普通の道具は慣れるほどまちがいが減るのに怖いと思いました。今回の勉
強を生かして、スマホやネットとうまくつきあっていこうと思いました。 【小学６年】

　私はスマホを持っていないので、はじめは関係ないと思っていましたが、私にも起こりうることなん
だと危機感を覚えました。自分のためになるような使い方ができるように、今回学んだことをよく覚え
ておきたいです。 【中学１年】

　スマホは調べ物をするときには時間短縮にもなるし、用件を伝えるコミュニケーションには向いてい
るが、気持ちは伝えることが難しいことを初めて知ることができました。これからの自分に必要なこと
はスマホに頼って生活するのではなく、判断力や想像力を磨いて、自分の将来のために使える人にな
ることが必要ということを聞いて、共感することができました。 【中学２年】

　スマホやインターネットのお話は何回か聞いたことがありましたが、違った角度からのお話もあり、
大変参考になるとともに改めて考えるきっかけとなりました。ネットは現在、切るに切り離せないものな
ので、こういう機会に情報更新、新たな知識をプラスできるので、よかったと思いました。
 【小学生保護者】

　とてもわかりやすいお話でした。今までいろいろ情報モラルの講話を聞いてきましたが、一番納得し
ながらお話が聞けたと思います。具体的な例が身近に感じられてよかったと思います。使い方によって
は人を不幸にしてしまう道具にもなります。その逆でよいこともあると思います。よい効果、自分のた
めになるような使い方を考えていきたいです。 【中学生保護者】

　私たちが子どもの頃と違い、物心ついた頃から SNS やネット環境の中にいる年代の子どもたちは、
確かにネットに対する警戒心が弱まっているような気がします。どんなに注意を促しても炎上例を話し
てみてもネットがらみの事件が途切れることはありません。限定的かもしれないけれど、折に触れ、こ
のような啓蒙活動は必要だと思いました。 【中学生保護者】

　今から約１０年前は掲示板の書き込みが問題でした。現在はLINEの使い方等が問題となっています。
このように、使用するサービスが変わることで、新たな問題が次々に起こってきています。だからこそ、
このように学ぶ機会は我々大人も含めて、繰り返し必要なのではないかと考えています。「以前、聞
いたことがあるから大丈夫」ではなく、常に学び続けていく姿勢が情報モラル教育においても大切な
のではないでしょうか。

「親子学び合い事業“ネット時代の歩き方講習会”に参加して」
～児童生徒及び保護者からの感想～
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ふれあいフェスティバル2018

★☆公演のお知らせ☆★　http://www.sobun-tochigi.jp/performance.html
セルゲイ・カスプロフ　ピアノリサイタル
鬼才アファナシエフが絶賛。
モスクワ発、21世紀のヴィルトゥオーソ。
2月21日（木）18：30開演
会　　場／宇都宮市文化会館

小ホール
全席指定／3,000円
【プログラム】（予定）
ラヴェル：水の戯れ、
　　　　　夜のガスパール
ムソルグスキー：展覧会の絵	ほか

栃木県総合文化センター
　　　　出張公演のご案内

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

好評発売中！

１２月２５日（火）
Vol.27　ヴィタリ・ユシュマノフ（バリトン）

クリスマスコンサート

１月２９日（火）
Vol.28
戸原直ヴァイオリンリサイタル

３月１４日（木）
Vol.30
新内節　新内多賀太夫

２月１５日（金）
Vol.29　コハーン・イシュトヴァーン

クラリネットリサイタル

【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10:00〜18:30）
　※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。

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大規模改修期間中（ホール棟2020年３月末まで、ギャラリー棟７月末まで休館）は
県内各施設を会場に、出張コンサートや様々な文化事業を開催します。～

クレア・フアンチ　ピアノリサイタル
ミュンヘン国際音楽コンクール史上最年少出場で最高位受賞。

３月７日（木）18：30開演
会　　場／栃木市栃木文化会館

小ホール
全席指定／3,000円
【プログラム】（予定）
ショパン：3つのノクターン	ほか

平日の贈り物♪ランチタイムコンサート
平日の昼間にお届けする、休憩なし60分のコンサート
12：00開演　会場／宇都宮市文化会館	小ホール　全席自由／1,000円

１2月20日（木）
発売開始！

撮影：Kana	Tarumi

好評発売中！

好評発売中！

好評発売中！

好評発売中！

　平成30年11月18日（日）とち
ぎ青少年センターで行われた「ふ
れあいフェスティバル2018」に
参加しました。
　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
図るために開催され、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。
　当日は、秋晴れの中、参加団体
の各ブースには大勢の親子連れが
訪れ、とても賑わっていました。
　栃木県青少年育成県民会議で
は、昨年同様「つくってあそぼ
う」と題し、簡単に出来て家に持ち帰って遊べる「パッチンがえる」の作成と、ケータイ利用にまつわる
様々な問題をテーマにした川柳風の「ケータイかるた」（監修：NPO法人青少年メディア研究会）を使用
した親子でのかるた取りを行い、たくさんの来場者に参加してもらえました。
　また、コマ回しの実演では、宙に浮くコマ、逆立ちするコマなど珍しいコマの数々に子どもから大人まで
楽しんでもらえました。

「ケータイかるた」
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とちぎ海浜自然の家

　とちぎ海浜自然の家では、栃木県では体験できない、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。

　サイエンスショー鑑賞や科学実験、工作などの活動
を通して、身近な科学に親しみます。夜には、太平洋
上に広がる冬の星空を観察します。
●期　　日／平成31年2月9日（土）～2月10日（日）
　　　　　　1泊2日
●募集期間／募集中～平成31年1月7日（月）
●募集人員／100名（参加者全て小学生以上）
●参 加 費／大　人	4,800円　高校生	3,300円
　　　　　　中学生	2,600円　小学生	2,400円

WELOVEサイエンス
　普段は見ることのできないアクアワールド大洗水族
館の裏側を探険します。きっと、新たな発見がたくさ
んあることでしょう！
●期　　日／		平成31年3月2日（土）～3月3日（日）１泊２日
●募集期間／平成30年12月24日（月）～
　　　　　　　　　　　　　　平成31年1月28日（月）
●募集人員／150名
●参 加 費／大　人	6,200円　高校生	4,800円
　　　　　　中学生	3,300円　小学生	3,100円
　　　　　　3歳以上	1,800円　3歳未満	　300円

水族館バックヤードツアー

問い合せ先　0291(37)4004
住所　茨城県鉾田市玉田336-2
URL　http://tochigikaihin.jp/

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

星空観察 水族館バックヤードツアー

移動水族館

みんなでワイワイ！
ハッピークリスマス！
日時：12月22日（土）、23日（日）、24日（月・祝）
　　　11:00 〜 16:00（受付は 15:30 まで）
会場：メインホール
費用：無料 ( 展示場観覧料が必要です )
内容：  “クリスマスは、科学館で楽しもう！”館内ラリーやミ

ニゲームができるよ。
　　　  クリスマスらしいアイテムを身に着けて来館された方

は、ミニゲームを 1 回多く楽しめます。

おめでとう　いのしし年
科学館でお正月！
日時：1 月 4 日（金）、5 日 ( 土 )、6 日（日）
　　　11:00 〜 16:00（受付は 15:30 まで）
【工作】：11:00 〜 12:00、13:00 〜 14:00、15:00 〜 16:00
会場：メインホール・多目的ホール・企画展示室
費用：無料 ( 展示場観覧料が必要です )
内容：  “年の初めも科学館で遊んじゃおう！”お正月・冬の遊び・

かんたんたこ工作ができます。

第 20回　児童館フェア
日時：2 月 17 日 ( 日 )　12:00 〜 15:30
会場：多目的ホール・企画展示室・学習室
費用：無料
内容：  栃木県内の児童館が一堂に会する年に一度のお祭りで

す。今回は、子ども総合科学館を含めた県内 43 児童館
の内、31 館が 14 の遊びを紹介します。各館自慢の工
作やゲームを是非体験してください！

おかげさまで、科学館は
累計来館者1500万人達成！
　当館は、1988年(昭和63年)5月3日に開館し、
2018年10月21日（日）に、累計来館者数1500万
人を達成いたしました！達成を記念して、セレモニー
を行い、1500万人目の来館者の日髙杏様ほか、前後
1名に館長より記念品を贈呈いたしました。開館以来、
ご利用いただいた皆様に心より感謝申し上げます。今
後も、皆様に愛される子ども総合科学館を目指します
ので、よろしくお願い申し上げます。

クリスマスみらい君

羽子板みらい君

スライムづくり
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平成 30 年度 なす高原自然の家のイベントについて
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

　今年度なす高原自然の家では、主催事業「ふれあい登山教室in那須連峰」（計3回）を実施しまし
た。
　第1回の「親子でチャレンジ・茶臼岳登山」では、親子計36名の参加のもと、1泊2日で行いまし
た。1日目は殺生石ハイキング、2日目は茶臼岳登山を実施し、親子の絆を深めることができました。
　第2回の「山ガール集まれ！南月山登山」では、女性11名の参加のもと、1泊2日で実施しました。
1日目のハイキングでは、自然研究路から駒止の滝、平成の森方面を歩きました。2日目の南月山登山
は、天候が心配されましたが予定通り、南月山に登頂することができました。
　第3回の「紅葉の絶景スポット・姥ヶ平登山」では、男性11名、女性12名、計23名の参加のもと実
施しました。1日目は大丸ハイキング、2日目は、沼原～姥ヶ平登山を実施しました。台風の影響が心
配されましたが、無事に姥ヶ平までどり着くことができ、美しい紅葉を満喫することができました。
　今後の残りの主催事業については、ホームページや電話等で確認をお願いします。

　埋蔵文化財センターでは、今年度、5つの場所
で遺跡の発掘調査、遺跡があるかないかを確認す
る小規模な発掘調査を2カ所実施しています。そ
して、発掘調査が終わった遺跡を報告する本づく
りのチームが5つ動いています。
　こうして、栃木の魅力を発掘中の日々ですが、
平成29年度は、足利市のあがた駅南遺跡や真岡
市のくるま橋遺跡などで大きな発見がありました。
　あがた駅南遺跡の発掘現場では、毎日、なぜ、
こんなに多く出るのでしょう？と思うくらい、縄
文時代の土器や耳飾り、土版（どばん）・岩版

（がんばん）など、収納箱（58cm×38cm×
20cm）に1,200箱分も見つかりました。くるま
橋遺跡の竪穴住居の中からは、小さな仏像が出て
きました。この仏像は阿弥陀如来で、京都府の宇
治にある平等院の本尊よりも100年古いものです。
　こうした毎年の出土品は、埋蔵文化財センター
の速報展（※今年の速報展は終了しました）など
で、みなさまに広く公開していますので、ご期待
下さい。
　栃木県の歴史を知る新発見は、まだまだ、土の
下に眠っているのです。

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

くるま橋遺跡出土阿弥陀如来座像（10世紀中頃）

第1回｢茶臼岳登山｣ 第3回「姥ヶ平登山」第2回「南月山登山」

あがた駅南遺跡出土土版（紀元前９世紀）
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　菊池寛の小説「形」は国語や道徳でしばしば教材にされます。◆戦国時代の侍大将、中村新兵衛は「槍中
村」と呼ばれ、戦場で知らぬものはない強者でした。多くの雑兵は「槍中村」の深紅の鎧兜(よろいかぶと)
を見ただけで、震え上がりました。◆ある日、明日初陣という若侍が新兵衛の鎧兜を貸して欲しいと願い出
てきます。主君の側室の子で新兵衛が守り役を務めた若侍です。無邪気な功名心にかられた若侍に、新兵衛
は「鎧兜は自分の『形』だが、それを身につけるからにはそれ相応の覚悟が必要なのだ」と諭して鎧兜を貸
し与えます。◆翌日、戦場で「槍中村」姿の若侍は一番槍の大活躍をします。いつもと違って普通の軍装の
新兵衛は「自分の『形』だけでもこれほど力がある」と誇らしく思い、敵陣に馬を走らせます。しかし、敵
の雑兵にはいつもの「恐れ」が微塵もありません。「どうしたことだ？」と後悔の念を起こす間もなく、新
兵衛の鎧の腹を敵の雑兵の槍が貫きました。◆この話のテーマは「形の力」です。教材としては「形」を整
えることがその人を変える「力」となる、と扱われる場合が多いようです。確かに「形」を正すことは若者
にとって大切なことでしょう。◆しかし、この小説を読むと別の疑問が浮かんできます。新兵衛は自分の
「力」を正しく理解していたのだろうか？「形の力」で活躍した若侍はこの後どのように成長したのだろう
か？といった疑問です。つまり、「形の力」を本当の自分の力と思い込んだ誇らしげな年長者と、「形の
力」を借りてでもなんとか活躍したいと焦る若者の姿、が見えてきます。◆現代はリアルとバーチャルの境
界が見えにくい時代です。「現実の力」と「形」はしばしば混同されます。「形」に振り回されて「現実」
を見失うこともありがちです。この落とし穴の多い時代に生きている現代の若者にとって、最も大切なのは
「本当の現実」をしっかりと見極めることでしょう。そして、現代の年長者に求められるのは、その大切さ
を身をもって若者に示すことなのではないでしょうか。

編 集 後 記

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30年12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30年12月現在）個人　246人
　　　　　　　　　　　　　　　  団体　177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。

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。


