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　９月23日（土）、栃木県総合文化センターサブホールにて「第40回 栃木県少年の主張発表県大会」を開催しました。各地区
代表の16名による堂々とした発表に、多くの会場の皆さまも盛大な拍手を送っていました。
　審査の結果、最優秀賞には鹿沼市立西中学校３年 上吉原　由佳 さんが選ばれ、11月12日に東京代々木のオリンピック記
念青少年総合センターで開催される全国大会に参加しました。

結 果 一 覧 ※優秀賞・奨励賞は発表順

第40回栃木県少年の主張発表県大会

賞 氏　名 中学校名・学年 題　　　　　　　名
最優秀賞 上吉原由佳 鹿沼市立西中学校３年 ありがとう、ごめんね

優秀賞
小平　悠華 宇都宮市立一条中学校３年 日中友好の架け橋
髙橋　悠那 宇都宮短期大学附属中学校３年 レッテルなんか打ち砕け！
山口　乃愛 那須塩原市立三島中学校３年 挨拶プラスワン

奨励賞

永松虎太郎 小山市立小山城南中学校３年 自分を理解する事の大切さ
本橋　　菖 大田原市立佐久山中学校３年 愛の一粒
佐原なつみ 那珂川町立小川中学校３年 命を救う活動
小野　琴弓 鹿沼市立東中学校３年 差別は無知から生まれる
安田　彩夏 栃木市立大平南中学校３年 笑顔でキュウリを頬張りたい
田代　千夏 さくら市立氏家中学校３年 嫌われる勇気
田中　美森 作新学院中等部２年 父の仕事
関塚　萌恵 佐野市立常盤中学校３年 伝統を守る
仙波日南子 益子町立田野中学校３年 「家族」がいるって幸せ
佐藤　愛果 益子町立七井中学校３年 英語を話すということ
下山美都里 白鷗大学足利中学校３年 今の私に言えること
佐藤　　懸 小山市立小山第三中学校３年 よりよい友達関係から目指すいじめゼロ

発表の様子は、ホームページで動画がご覧になれます。
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　「ピーッ。」
　心電図のモニターの線がまっすぐになり、数字がゼロ
に変わっていきます。無機質な電子音は、その人が二度
と目覚めることはないと私たち家族に冷たく宣告してい
るかのような、悲しい音でした。ついさっきまでこの世
で生きていたのに、駆け足で連れて逝ってしまう残酷な
現実。私はその時初めて失ったものの大きさに気づきま
した。
　私の姉は平成25年1月13日に14年という短い生涯を
閉じました。あまりにも突然すぎた姉の死。あれから4
年あまりが過ぎても、あの残酷な音は耳に残っていま
す。姉は先天性の心臓疾患とダウン症の二つの病気を抱
えていたため、特別支援学校に通っていました。発育は
遅く、走ることもままならず、体調の悪いときは酸素吸
入器を使い、入退院を繰り返す日々が、彼女と私たち家
族の日常でした。
　私は姉のことが半分好きで半分苦手でした。なぜな
ら、障がい者の家族というだけでからかわれたり、差別
されたりすることが多かったからです。世間の人は姉が
少しでも大声を上げると、姉の方をチラチラ見ながら話
します。テーマパークで障がい者パスやゲートを使った
だけで、
　「障がい者はずるい。優遇されるから。」
　「気味悪いよね。突然変なことするし。」
などと、心ない言葉を何度も聞きました。その度に、私
は悔しい思いをしました。「私は障がい者ではないの
に」「姉のせいだ」とさえ思いました。だから、私は姉
に当たりました。しかし姉は私がひどいことを言って
も、「ごめんね。」と言いました。私は謝れませんでし
た。障がい者である姉のことを見下していたからです。
いつも笑っている姉。亡くなる1日前も笑顔で私に手を
振る姉。姉の笑顔は大好きなのに、「苦手」と思ってし

まう自分。そう
です。差別や偏
見を一番してい
たのは、私だっ
たのです。
　「ごめんね。」今、姉に伝えたい言葉です。もっと姉
に歩み寄れたら、もっと姉を理解できたら、もっと、
もっと……。姉の年齢を超えたからこそ気づく後悔。で
は、私は何をするべきなのか。何ができるのか。真剣に
考えました。私だからできることがきっとあるはずで
す。やっと見つけた目標は、障がい者のことを知り、障
がい者の気持ちに寄り添い、この社会から差別や偏見を
無くすことです。もっともっと障がい者福祉やボラン
ティアについて勉強し、障がい者と社会をつなぐ助けに
なりたいと強く思いました。
　そして、もうひとつ姉に伝えたい言葉は、「ありがと
う。」です。私は姉の死から夢をもらいました。姉はい
つでも私たちに笑顔を向けてくれました。姉は病気と向
き合い、一生懸命闘い続けました。姉は確かに障がい者
であったけれど、私たち家族の大切な一員でした。私た
ちと同じ一人の人間という当たり前のことにやっと気付
きました。姉の死が私の障がい者に対する価値観や考え
方を大きく変えてくれたのです。今、私は医療関係の仕
事に就きたいと考えています。姉のような子どもたちを
ひとりの人間として尊重し、支えることが私の夢となり
ました。
　もう姉に会って「ありがとう、ごめんね。」と言うこ
とは叶いません。しかし、これからの社会に差別や偏見
の芽が、壁が、気持ちが無くなることを願って、今ここ
で心を込めて伝えます。
「お姉ちゃん、ありがとう。ごめんね。」

ありがとう、ごめんね
鹿沼市立西中学校３年

上吉原　由佳

最優秀賞

　司会は、宇都宮市立城山中学校３年の、生澤柚之佑さ
ん、石澤 唯乃さん、鈴木 花音さんの３名が務めまし
た。はつらつとした司会振りで大変に好評でした。

　休憩時間に宇都宮少年少女合唱団のミニコンサートを
行いました。さわやかでひたむきな歌声で会場の皆さん
の心を和ませてくれました。
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最優秀賞 鹿沼市立東中学校 3年　小野　琴弓
　　〃 鹿沼市立西中学校 3年　上吉原由佳
優 秀 賞 日光市立三依中学校 3年　七田　麻名
　　〃 日光市立今市中学校 3年　柴田　　琳
　　〃 鹿沼市立南摩中学校 3年　大橋　小夏

優 良 賞 日光市立小林中学校 3年　生沼里緒奈
　　〃 日光市立大沢中学校 3年　岸　　真子
　　〃 日光市立落合中学校 3年　藤澤　愛心
　　〃 鹿沼市立北押原中学校 3年　合摩　優花
　　〃 日光市立湯西川中学校 3年　山口　瑠菜
　　〃 日光市立東中学校 3年　佐藤　雛乃
　　〃 鹿沼市立加蘇中学校 3年　大野　千歳
　　〃 日光市立東原中学校 3年　齋藤亜裕美
　　〃 日光市立日光中学校 2年　大西　結子
　　〃 鹿沼市立板荷中学校 3年　髙橋真奈美
　　〃 鹿沼市立北犬飼中学校 3年　柴原　小都
　　〃 日光市立足尾中学校 3年　倉澤　由子
　　〃 日光市立栗山中学校 3年　小栗　美咲
　　〃 日光市立藤原中学校 3年　富田　瑞穂
　　〃 日光市立小来川中学校 3年　山口　　礼
　　〃 日光市立豊岡中学校 3年　赤松　佑飛
　　〃 鹿沼市立粟野中学校 3年　青木　伽羅
　　〃 日光市立中宮祠中学校 2年　星野　友梨
　　〃 鹿沼市立北中学校 3年　川田　陽香
　　〃 鹿沼市立南押原中学校 3年　田保　千鶴

栃木県少年の主張発表大会とは

各地区大会

　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。

　今年度の大会には総計で167校19,731名が参加し、県大会には各地区の代表16名が参加しました。

最優秀賞 作新学院中等部 2年　田中　美森
　　〃 宇都宮市立一条中学校 3年　小平　悠華
　　〃 宇都宮短期大学附属中学校 3年　髙橋　悠那
優 秀 賞 宇都宮東高等学校附属中学校 3年　大山　華果
　　〃 宇都宮市立宝木中学校 3年　木村　星那
　　〃 宇都宮市立豊郷中学校 3年　保坂　沙和
優 良 賞 宇都宮市立雀宮中学校 3年　森　　恵理
　　〃 宇都宮市立若松原中学校 3年　檜山　美來
　　〃 宇都宮市立姿川中学校 3年　山形　望緒

　　〃 宇都宮市立清原中学校 3年　山田　七星
　　〃 宇都宮市立晃陽中学校 3年　軽部　日向
　　〃 宇都宮海星女子学院中学校 3年　天川真由香
　　〃 宇都宮市立陽東中学校 3年　木村　結菜
　　〃 宇都宮市立宮の原中学校 3年　木村　陽香
　　〃 宇都宮市立泉が丘中学校 3年　牧田　夏鈴
　　〃 宇都宮市立瑞穂野中学校 3年　荒井　大志
　　〃 宇都宮市立旭中学校 3年　中務　羽菜
　　〃 宇都宮市立陽西中学校 3年　塩田　彩乃
　　〃 宇都宮市立陽北中学校 3年　清水　由彦
　　〃 宇都宮市立鬼怒中学校 3年　小形　夏澄
　　〃 上三川町立本郷中学校 3年　千德　紗己
　　〃 宇都宮市立城山中学校 3年　宇賀持　采
　　〃 宇都宮市立国本中学校 3年　岡田　七海
　　〃 宇都宮市立星が丘中学校 3年　加藤　茉緒
　　〃 宇都宮市立河内中学校 3年　佐藤　亮斗
　　〃 宇都宮市立陽南中学校 3年　髙木　広美
　　〃 宇都宮市立古里中学校 3年　臼井　桃佳
　　〃 文星芸術大学附属中学校 3年　菊地　優月
　　〃 宇都宮市立上河内中学校 3年　飯田　真凛
　　〃 上三川町立明治中学校 3年　松本　拡也
　　〃 上三川町立上三川中学校 3年　北條　壮磨
　　〃 宇都宮市立田原中学校 3年　北島　叶夢
　　〃 宇都宮市立横川中学校 3年　林出　真奈

河宇地区大会

8月26日（土）日光市中央公民館

上都賀地区大会
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8月23日（水）パルティ とちぎ男女共同参画センター
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最優秀賞 益子町立田野中学校 3年　仙波日南子
　　〃 益子町立七井中学校 3年　佐藤　愛果

優 秀 賞 真岡市立真岡中学校 3年　丸岡なな子
　　〃 真岡市立真岡東中学校 3年　鈴木　理子
　　〃 真岡市立真岡西中学校 3年　阿部　仁美
　　〃 真岡市立大内中学校 3年　野澤　夏希
　　〃 真岡市立山前中学校 3年　栁沢　陸斗
　　〃 真岡市立中村中学校 3年　芳田向日葵
　　〃 真岡市立長沼中学校 3年　押田　　愛
　　〃 真岡市立久下田中学校 3年　内間木　蓮
　　〃 真岡市立物部中学校 3年　松本　汐里
　　〃 益子町立益子中学校 3年　飯塚　彩夏
　　〃 茂木町立茂木中学校 3年　河原　千優
　　〃 市貝町立市貝中学校 3年　秋田菜々子
　　〃 芳賀町立芳賀中学校 3年　大林小百合
審査員特別賞
優 秀 賞 栃木県立益子特別支援学校 3年　矢野　僚太

最優秀賞 那須塩原市立三島中学校 3年　山口　乃愛
　　〃 大田原市立佐久山中学校 3年　本橋　　菖
優 秀 賞 那須町立那須中学校 3年　冨山　れん
　　〃 那須町立那須中央中学校 3年　鈴木　優斗
　　〃 那須塩原市立箒根中学校 3年　江連　優佳

審査員特別賞 栃木県立那須特別支援学校 3年　田中　　力
優良賞 大田原市立大田原中学校 3年　原　　萌夏
　　〃 那須塩原市立塩原小中学校 9年　對間向日葵
　　〃 大田原市立金田南中学校 3年　田辺理衣友
　　〃 大田原市立若草中学校 3年　室井　佑亮
　　〃 那須塩原市立東那須野中学校 3年　廣江　　優
　　〃 那須塩原市立西那須野中学校 3年　吉村　麿瑚
　　〃 学校法人幸福の科学学園中学校 3年　山本　紀美
　　〃 大田原市立湯津上中学校 3年　深澤　知華
　　〃 大田原市立親園中学校 3年　渡邉　秋奈
　　〃 大田原市立黒羽中学校 3年　益子　真衣
　　〃 那須塩原市立厚崎中学校 3年　坂内　未空
　　〃 那須塩原市立黒磯中学校 3年　牧野　奏音
　　〃 那須塩原市立黒磯北中学校 3年　磯　　桃果
　　〃 那須塩原市立高林中学校 3年　星　あかね
　　〃 那須塩原市立日新中学校 3年　竹内　姫彩
　　〃 大田原市立金田北中学校 3年　竹内　悠月
　　〃 大田原市立野崎中学校 3年　矢板　萌香
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９月７日（木）那須塩原市三島ホール

那須地区大会

８月24日（木）真岡市青年女性会館

芳賀地区大会

最優秀賞 小山市立小山第三中学校 3年　佐藤　　懸
　　〃 小山市立小山城南中学校 3年　永松虎太郎
　　〃 栃木市立大平南中学校 3年　安田　彩夏
優 秀 賞 小山市立小山中学校 3年　大出　愛子
　　〃 小山市立小山第二中学校 3年　鈴木　乃愛
　　〃 野木町立野木中学校 3年　遠藤　夕奈
　　〃 栃木市立栃木南中学校 3年　篠木　陽太
　　〃 栃木市立東陽中学校 3年　長　　海月
　　〃 野木町立野木第二中学校 3年　吉田　純哉
　　〃 栃木市立皆川中学校 3年　小野　　翼
　　〃 栃木市立吹上中学校 3年　森戸　詩帆
　　〃 小山市立大谷中学校 3年　筒井　琉奈

　　〃 小山市立間々田中学校 3年　黒坂　有美
　　〃 壬生町立壬生中学校 3年　大和　珠莉
　　〃 栃木市立寺尾中学校 3年　田村英里佳
　　〃 國學院栃木中学校 3年　菊地　　陸
　　〃 小山市立乙女中学校 3年　山﨑　雄斗
　　〃 壬生町立南犬飼中学校 3年　髙岩　彩未
　　〃 栃木市立大平中学校 3年　野田あかり
　　〃 栃木市立藤岡第一中学校 3年　松本　　鳩
　　〃 小山市立豊田中学校 3年　髙柗　真凛
　　〃 下野市立南河内中学校 3年　塚原佳成子
　　〃 下野市立南河内第二中学校 3年　鈴木　　宙
　　〃 栃木市立藤岡第二中学校 3年　長谷川拓真
　　〃 栃木市立都賀中学校 3年　神田ひかる
　　〃 小山市立美田中学校 3年　大塚　三咲
　　〃 小山市立桑中学校 3年　山根　優菜
　　〃 下野市立石橋中学校 3年　若林　楓華
　　〃 栃木市立西方中学校 3年　石川　　拓
　　〃 栃木市立岩舟中学校 3年　大久保紗里
　　〃 小山市立絹義務教育学校 9年　直井　遥音
　　〃 下野市立国分寺中学校 3年　山田　文笑
　　〃 栃木市立栃木東中学校 3年　横田可奈美
　　〃 栃木市立栃木西中学校 3年　日向野丈陽

8月25日（金）小山市立文化センター

下都賀地区大会
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最優秀賞 佐野市立常盤中学校 3年　関塚　萌恵
　　〃 白鷗大学足利中学校 3年　下山美都里
優 秀 賞 佐野市立赤見中学校 3年　小林　風花
　　〃 佐野市立西中学校 3年　二渡　　杏

　　〃 足利市立山辺中学校 3年　飯田　真唯
　　〃 足利市立北中学校 3年　小倉　莉句
　　〃 佐野市立北中学校 3年　新井沙耶香
　　〃 足利市立第一中学校 3年　岡安　美佳
　　〃 佐野高等学校附属中学校 3年　知久　愛実
　　〃 佐野市立田沼東中学校 3年　松本　果蓮
　　〃 足利市立毛野中学校 3年　長　　輝璃
　　〃 足利市立西中学校 2年　長竹　璃子
　　〃 佐野市立城東中学校 3年　シーマン花連
　　〃 佐野日本大学中等教育学校 3年　髙橋　茉鈴
　　〃 足利市立協和中学校 3年　南日　友希
　　〃 足利市立第二中学校 3年　亀田　　凜
　　〃 足利市立富田中学校 3年　塩沢　有香
　　〃 佐野市立田沼西中学校 3年　木村　梨瑚
　　〃 足利市立第三中学校 3年　板橋　　鈴
　　〃 足利市立坂西中学校 3年　芳賀　芽依
　　〃 佐野市立葛生中学校 3年　清水　琴音
　　〃 佐野市立南中学校 3年　田村　珠那
　　〃 足利市立愛宕台中学校 3年　倉上　莉奈

最優秀賞 那珂川町立小川中学校 3年　佐原なつみ

優 秀 賞 那須烏山市立南那須中学校 3年　宮﨑　郁美

　　〃 那須烏山市立烏山中学校 3年　平野　里奈

　　〃 那珂川町立馬頭中学校 3年　遠藤　千智

最優秀賞 さくら市立氏家中学校 3年　田代　千夏

優 秀 賞 高根沢町立北高根沢中学校 3年　髙瀬　弥依

　　〃 高根沢町立阿久津中学校 3年　遠藤　　碧

　　〃 栃木県立矢板東高校附属中学校 3年　粕谷　侑生

　　〃 矢板市立泉中学校 3年　村山　雄人

　　〃 矢板市立片岡中学校 3年　我那覇紫万

　　〃 矢板市立矢板中学校 3年　古市　　匠

　　〃 塩谷町立塩谷中学校 3年　吉田　菜那

　　〃 さくら市立喜連川中学校 3年　中村　　優

5

安足地区大会

９月12日（火）那珂川町馬頭総合福祉センター

９月７日（木）足利市民会館

南那須地区大会

９月14日（木）矢板市立片岡中学校

塩谷地区大会

あなたの力を
“とちぎ”の青少年の健全育成のために！

賛助会員募集中！

賛助会費は…さまざまな青少年育成事業に活用させていただきます。
会員様には…機関紙「青少年とちぎ」や行事案内等をお送りします。

個人会員 1口 3,000円 団体会員 1口 10,000円

　栃木県青少年育成県民会議は、心豊かでたくましいとちぎの青
少年を育成するために、青少年育成県民運動を展開しています。
　多くの方々にこの運動に参加していただくために、賛助会員制
度を設け、県民の皆様方からご支援を賜っております。
　次代を担う“とちぎ”の青少年の健全な育成を図るために、是非
ご加入をお願いいたします。

問い合
わせ先

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）
☎028（643）1005　http://www.tmf.or.jp/

栃木県青少年育成県民会議
設立50周年記念式典

平成30年2月17日（土）
第1部／13：00～13：50 式典
第2部／14：15～16：00 記念講演
人生に効く脳科学
～家族をつなぐことば、脳を活性化する暮らし方

講師 黒川 伊保子

会場 栃木県総合文化センター
サブホール
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とちぎ心のスクラム県民運動

宇都宮市立豊郷北小学校1年
室井　愛奈さん
「おとうさんと
　　おかあさんへのおねがい」

最優秀賞

優秀賞優秀賞

栃木市立栃木第五小学校4年
髙岩　瑞由さん
「大切な家族」

日光市立落合東小学校4年
秋元　佐保さん
「心の合唱団」

毎月第３日曜日は

ふれあい育む

家庭の日

2017家庭の日
絵日記コンテスト結果
2017家庭の日
絵日記コンテスト結果

　青少年を心身ともにすこやかに育む
ためには、明るく円満な家庭が必要なこ
とから、家族のふれあいをテーマにした
絵日記コンテストを実施しました。9月8
日（金）に締切り、2,043通のご応募をい
ただきました。審査の結果、各賞の受賞
者は次の通り決定しました。
　受賞者の皆さんは、平成30年2月17
日（土）栃木県総合文化センターで行わ
れます栃木県青少年育成県民会議設立
50周年記念式典の席上で表彰されます。
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優良賞

栃木市立栃木第五小学校2年
多賀谷　奈央さん
「かぞくのやくそく」

上
三
川
町
立
北
小
学
校
２
年

高
橋
　
亜
香
里
さ
ん

「
せ
な
か
の
な
が
し
あ
い
」

宇都宮市立今泉小学校3年
太田　陽さん
「目指せ！！ちょう上」

日
光
市
立
今
市
小
学
校
６
年

齋
藤
　
小
夏
さ
ん

「
父
の
健
康
は
家
族
の
笑
顔
」

那
須
町
立
那
須
小
学
校
５
年

田
中
　
陽
向
さ
ん

「
家
族
ご
は
ん
」

真岡市立物部小学校1年
荒川　結寿さん
「まいあさのえがお」

真岡市立中村小学校1年
内海　和樂さん
「だいすきないもうと」

那須塩原市立大原間小学校1年
齋藤　悠歌さん
「四人でひとつ」

栃木市立合戦場小学校3年
高橋　祥斗さん
「家族で楽しい時間」

那
須
塩
原
市
立
南
小
学
校
２
年

清
水
　
良
樹
さ
ん

「
お
父
さ
ん
あ
り
が
と
う
」
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「心豊かな青少年を育む県民のつどいin栃木市」開催
　11月4日(土）午後1
時30分から、栃木市
岩舟文化会館コスモス
ホールで「心豊かな青
少年を育む県民のつど
いin栃木市」を開催し
ました。当日は県内各
地から約300名の皆様
にご来場いただきまし
た。
　第1部では開式行事の後、栃木県「第67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2年大貫陽花有(ひかる)さんの作文朗読と、第40回栃木県少年の主張発
表県大会で最優秀賞を受賞した、鹿沼市立西中学校3年上吉原由佳さんの発表です。

　大貫さんの作文は「支えてくれる人がいるから」という題
です。大貫さんは、ボランティアの保護司の方の話を聞き、
「社会を明るくする運動」について知りました。犯罪からの
立ち直りを決意した人にとって、その決意は最も大切だが、
周囲の人の態度次第でその人を追い詰めてしまうこともあ
り、更正にはその人の気持ちに向き合って理解する人が必要
だと述べています。さらに、自分自身も支え合う中で存在す
ることに気づき、「社会を明るくする」ために「支える」こ
との大切さを力強く述べています。そのまっすぐな考え方は
会場の皆様にまっすぐに伝わりました。

　上吉原さんの発表は、「ありがとう、ごめんね」という題
です。障がいのある姉との生活や社会での体験を通して、障
がい者への差別や偏見という問題に気づくだけでなく、自分
の中の差別と偏見をしっかりと見つめ、さらに自分の将来へ
の夢へと発展させています。「ありがとう、ごめんね」とい
うことばは、そのような自分への反省と、家族への心温まる
感謝の気持ちが込められています。深い思いのこもった発表
は聞く人の心に大きな感動を与えました。
　第2部は、栃木市立岩舟中学校の吹奏楽部の演奏です。36
名と少ない部員ですが今年度の県吹奏楽コンクールで念願の

金 賞 を 受 賞 し た 演 奏
は、さすがにすばらし
いものでした。全体の
迫力ある音とソロの繊
細な表現など、会場の
皆さんもその演奏に聴
き入っていました。後
半はパフォーマンスを
加えた演奏で、楽しく
ス テ ー ジ を 閉 じ ま し
た。
　第3部は、声優、歌
手などとして活躍する
佐久間レイさんの「心
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♪とちぎ未来づくり財団主催公演情報♪ ★☆公演のお知らせ☆★
http://www.sobun-tochigi.jp/performance.html

栃木県総合文化センター狂言シリーズ第22弾
人間国宝　野村万作の『狂言 万作の会』

2月1日（木）18：30開演
会　　場／メインホール

特設能舞台
全席指定／SS席4,800円
　　　　　 S 席4,000円
　　　　　 A 席3,000円

※25歳以下2,000円

狂言が初めての方でも大丈
夫！わかりやすい狂言講座を楽
しんでから鑑賞できます。

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

☆好評発売中！

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、休憩なしの60分コンサート
11：30開演　会場：サブホール
全席自由1,000円

12月21日（木）
Vol.22
山本楓オーボエリサイタル

1月12日（金）
Vol.23
ケルト音楽とダンス

3月14日（水）
Vol.25
伊藤悠貴チェロリサイタル

2月14日（水）
Vol.24
井村理子ピアノリサイタル

☆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）

完売

野村 万作

野村 萬斎
共催：下野新聞社　　協力：栃木県謡曲連盟

【演目】
狂言鑑賞講座
小舞／「貝

かい

づくし」「海
あ

人
ま

」
狂言／「舟

ふね

ふな」野村万作
　　　「悪

あく

太
た

郎
ろう

」野村萬斎

を柔らかくストレッチ」と題する講演です。講演は、まずエル
ガーの｢愛の挨拶」で始まりました。演奏は、ピアノ佐田詠夢
さん、バイオリン 岡田邦子さんです。おふたりの演奏は佐久間
さんのお話を優しく包み込みました。講演は、「それゆけアン
パンマン」のバタコさん、「魔女の宅急便」のジジ、「きょう
の料理ビギナーズ」の高木ハツ江さん、などを演じることで、
作者や視聴者から教えられたことなどから始まりました。アン
パンマンは自己犠牲ではなく、自分を生かして人とのつながり

を 作 る と い う 意 味 が あ
る、などです。その後、ピアノの佐田さんのお父さんのさだまさしさ
ん作詞作曲の「いのちの理由」などをはさんで、後半は3才の息子を
亡くした母親が立ち直っていく姿を描いた創作物語「魔法のカバン」
を音楽に乗せて優しくお話しいただきました。最後はピアノとバイオ
リンの「チャールダッシュ」の明るい演奏で幕を閉じました。ご来場
の皆様の心に暖かいものを残した講演でした。

　県民のつどいは、県民会議結成以前の昭和41年に開催された「あすを築く青少年のつどい栃木県大会」
が始まりのようです。その後、形を変えつつ毎年開催されますが、昭和56年には「明日に向かう青少年の
ための県民大会」となり、平成22年からは「心豊かな青少年を育む県民のつどいin○○○」として各市町
と共催で開催しています。
　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真岡市」として、真岡市で開催予定です。

とちぎ未来づくり財団事業のお知らせ
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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。

　茨城県を代表する冬の味覚、あんこうを味わうとともに、迫力あるあんこうの吊
し切り実演を間近で見てみませんか？おまつり広場では、スノードーム作りやミニ
ゲームなど楽しい催しを開催します。
●期　　日／平成30年2月3日（土）〜2月4日（日）1泊2日
●募集期間／募集中〜平成30年1月8日（月）　　●募集人員／200名
●参 加 費／大人 5,300円　高校生 4,000円　中学生 3,200円
　　　　　　小学生 3,000円　３歳以上 2,000円　３歳未満 300円

海浜冬まつり

　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30年3月3日（土）〜3月4日（日）１泊２日
●募集期間／平成29年12月25日（月）〜平成30年1月29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

タイトル：  「むかしなつかし　お正月あそび」
日　　時：  1月5日（金）～8日（月・祝）　9:30～15:30

（受付　15時終了）
　　　　※休憩12:00～13:00　※要観覧料
内　　容：  昔ながらのお正月遊び（羽根つき・福笑

い・すごろく・コマ回しなど盛りだくさ
ん）を行うことができます。お正月ならで
はの工作もあります。

場　　所：科学館多目的ホール・企画展示室

タイトル：  プラネタリウム特別番組「2018年の星空～
火星の接近・皆既月食～」

日　　時：  1月6日（土）、1月7日（日）　15:00～16:00
（第4回プラネタリウム）※要プラネ観覧料

対　　象：一般　定　　員：各回280名
内　　容：  火星の接近や皆既月食など

2018年の天文イベントの
見どころについて、冬の星
空とあわせて紹介します。

会　　場：プラネタリウム

タイトル：忍者道場～戌の巻～
日　　時：1月14日（日）12:00～15:30
　　　　※要観覧料
内　　容：  忍者をテーマにしたみんなで楽しめる体験

型イベントです。忍者になるための修行ゲ
－ムや工作に挑戦！戌年にちなんだ修行も
あります。イベントの最後には「免許皆
伝」に参加して、道場主と対戦しよう！

会　　場：多目的ホール・企画展示室

タイトル：天文教室「皆既月食を見よう！」
日　　時：1月31日（水）20:00～21:55
参 加 費：無料
　　　　※  雨天・曇天時は、プラネタリウムでの解説

になり、中止になることはありません。
対　　象：  小学4年生以上（未成年は保護者同伴）
定　　員：40名
内　　容：  科学館天文台にて、皆既月食がおこる様子

を双眼鏡などで観察します。
予　　約：往復はがき（1月6日（土）消印有効）。
　　　　※応募者多数の場合は抽選。
会　　場：天文台・プラネタリウム

タイトル：第19回　児童館フェア
日　　時：  2月18日（日）12:00～15:30
参 加 費：無料
内　　容：  栃木県内の児童館が一堂に

会する一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！

会　　場：多目的ホール・企画展示室・学習室

タイトル：第72回企画展「光と色のファンタジア」
日　　時：  3月17日（土）～4月8日（日）(休館日3/19、

3/22、3/26、4/2)
内　　容：  ブラックライトで浮き出て見える不思議な

アートの展示、くらやみでのお絵かきコー
ナーやサイエンスショーを行う予定です。

会　　場：多目的ホール・企画展示室

スノードーム作り

あんこうの吊し切り 水族館バックヤードツアー 移動水族館
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平成２９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、1泊2日の宿泊事業「ふれあい登山教室in那須連峰」（計3回）をを実
施しました。
　第1回の「那須の名峰・茶臼岳登山」では、男性9名、女性7名、計16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、2日間ともに素晴らしい景色を堪
能す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19名の参加のもと、1泊2日で実施しました。
第1日目の矢隠し岩ハイキングでは、自然研究路から駒止の滝、平成の森方面を歩きました。第2日の
南月山登山は、強風の影響でロープウェイが運休となり、急遽、高雄ハイキングに変更になりました。
来年度こそは是非とも南月山登山を実施できればと考えております。
　第3回の「紅葉の絶景スポット・姥ヶ平」では、男性15名、女性12名、計27名の参加のもと、やは
り1泊2日で実施しました。第1日目は駒止の滝方面ハイキング、第2日目は、姥ヶ平登山を実施しまし
た。2日間ともに晴天に恵まれ、特に姥ヶ平では、素晴らしい紅葉を満喫することができました。
　今後の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、学校
や公民館などの依頼に応じて出張
し、体験学習、土器や石器を使っ
た授業、郷土の歴史や発掘調査に
ついての講話などを行い、学校教
育や生涯学習のお手伝いをしてい
ます。
　今年の８月には、宇都宮市立河
内図書館の依頼を受けて『さわっ
て感じてドキドキ体験！｢むかしむ
かしの道具やくらし｣』と題する出
前授業を行いました。親子32名が
参加しました。まず初めに、縄文
時代から古墳時代までの地域の歴

史について、わかりやすく解説し
ました。それから、図書館周辺の
遺跡で発掘された実物の土器など
を展示して、実際に手に取ったり、
自由にさわってもらいました。ま
た、勾玉作りや土器を組み立てる｢
土器パズル｣などを体験して、最後
に、復元した古代の衣装を使って、
当時の人々の服装について説明し
ました。
　参加者の皆さんには、講話や
色々な体験を通じて、地域の歴史
に思いをはせる一日となりました。
　学校の歴史授業や市町の生涯学

習の企画等に
ぜひ、当埋蔵
文 化 財 セ ン
ターの出前授
業・講座をご
利用ください。

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

土器の復元体験

本物の縄文土器をさわってみよう

栃木県の歴史について講話

第１回｢那須の名峰・茶臼岳登山｣ 第３回「姥ヶ平登山」第２回「矢隠岩ハイキング」

復元した古代の衣装を展示勾玉作りの体験学習
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■ 1 少年の主張　県大会
■ ３ 少年の主張　地区大会
■ ６ 絵日記コンテスト　入賞作品
■ ８ 県民のつどい
■ ９ 財団事業のお知らせ
■ １２ 賛助会員募集のお知らせ

毎月第3日曜日は、ふれあい育む家庭の日
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栃木県青少年育成県民会議
シンボルマーク
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　「言葉の壁」と言うと外国語のことかと思われそうだが、今直面しているのは「県民会議50年誌」の編
集であり、それは紛れもない日本語の問題である。
　県民会議は何回かの組織改編と引っ越しを繰り返して資料はきわめて不十分である。まあ、目を通す資料
が少なくて良かった、と単純には行かない。ある事業の素晴らしさを感動的に伝える記事がある。その事業
は今は跡形もない。いつ、なぜその事業が終わったのかを資料上でたどるのは結構厄介である。また、その
事業がどのように始まったかをたどることが難しい場合もある。
　資料は「氷山の一角」のようなものである。しかもそれを書いた人は、あるときは氷山をきわめて美しい
ものとして描き、あるときはその恐怖を強調する。そこには書いた人の「思い入れ」が常に影を落としてい
る。それを正しくとらえなければ、言葉の向こうにかつて確かにあったはずの「モノ」はなかなか見えてこ
ない。「夜目遠目傘の内」ということもあるかもしれないし、その逆もあるかもしれない。
　しかし、「思い入れ」を単なる「夢の跡」と切り捨てるつもりはない。何がそのような「思い入れ」を生
じさせたのかは大切なポイントである。実は、そこに思いをいたすことにこそ「50年誌」をまとめる本来
の意味があるのかもしれない。
　「言葉の壁」に遮られるものは多いが、本当に言いたいのは「言葉の窓」ということである。言葉の向こ
うに「モノ」があり、それを表現した人の思いがある。そこをのぞき込んであれこれと思惟逡巡できるのも
「言葉の窓」のおかげである。
　「50年誌」の作業は、氷山の一角から水面下の部分を見通し、さらにそれをつなげて元々の氷の大陸の
姿を再構成するような作業である。一筋縄ではいかない。来年上梓できるであろう「50年誌」は、こんな
苦労（もしくは楽しみ）を経たものであることをご了解いただいた上でご覧いただければ幸いである。（福）

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29年12月

栃木県青少年育成県民会議
理事長　近　藤　真　寿

賛助会員数（平成29年11月現在）個人　250人
　　　　　　　　　　　　　　　  団体　175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

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。


