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C O N T E N T S

平成30年3月20日 第212号
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

■ １ 県民会議設立５０周年記念式典
■ ４ 市町村民会議等全体研修会
■ ６ ２９年度県民会議事業報告
■ ７ ご協力ありがとうございます
■ ８ 財団事業のお知らせ
■ １１ 賛助会員（団体）の紹介

　栃木県青少年育成県民会議は、昭和43年２月17日に結成されて以来、本年をもって50周年を
迎えました。去る２月17日（土）に栃木県総合文化センター・サブホールにて記念式典を開催しま
した。
　記念式典は、長年、県民会議の事業にご支援いただいた方や、県民運動にご尽力された方々へ
の感謝の意を表し、今後の県民運動へのあらたな決意表明とするために開催したもので、各方面
から約400名のご出席をいただき、盛大に開催することができました。
　式典の内容は以下のとおりです。

主催者挨拶　栃木県青少年育成県民会議会長　（栃木県知事）福田　富一
　　　　　　公益財団法人とちぎ未来づくり財団理事長　　 近藤　真寿
来 賓 祝 辞　栃木県議会議長　　　　　小林　幹夫　様
　　　　　　栃木県教育委員会教育長　宇田　貞夫　様
　　　　　　栃木県警察本部長　　　　坂口　拓也　様
表　　　彰　栃木県青少年育成県民会議設立50周年記念感謝状贈呈
　　　　　　栃木県青少年育成県民会議表彰
　　　　　　・子ども育成・憲章功労者
　　　　　　・子ども育成・憲章功労団体
　　　　　　・社会貢献青少年
　　　　　　2017「家庭の日」絵日記コンテスト表彰
とちぎの子ども育成憲章　唱和

栃木県青少年育成県民会議設立50周年記念式典開催

第１部　式　典

会長挨拶
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「人生に効く脳科学〜家族をつなぐ言葉、脳を活性化する暮らし方」
講師　黒川　伊保子　氏（株式会社感性リサーチ代表取締役　人工知能研究者）

第２部　記念講演

　第２部の講演は、「男女脳の違い」の話題か
ら始まり、AI 時代を生き抜く力をつけるには「失
敗」を楽しめるかどうか、それは子育てにも通
じるという興味深いお話しがありました。
　後半は、脳を活性化する暮らし方についての
話題。①早寝②早起き③朝ご飯④適度な運動の
４つが黄金ルールであることを教えていただき
ました。特に、携帯電話やゲームの光は、眠り
を妨げるため、９時までに終了したほうが良い
など、青少年の健全育成に通じるお話しとなり
ました。

設立50周年記念誌発刊
　設立 50 周年にあたり「栃木県青少年育成県民会議設立 50 周年
記念誌 〜県民会議 この 10 年〜」を作成しました。40 周年の時
にも記念誌を作成していることから、今回は、特に平成 20 年から
の 10 年間にスポットライトをあてた内
容としました。
　発行にあたりまして、ご寄稿いただい
た方をはじめ、たくさんの方々にご協力
いただき、ありがとうございました。
　記念式典にご参加いただいた方々に
は、当日、記念誌やクリアホルダーをお
持ち帰りいただきました。

「家庭の日」絵日記コンテスト入賞者
【最優秀賞】 室井　愛奈（宇都宮市立豊郷北小学校1年）
【優 秀 賞】 秋元　佐保（日光市立落合東小学校4年）
 髙岩　瑞由（栃木市立栃木第五小学校4年）

【優 良 賞】 荒川　結寿（真岡市立物部小学校1年）
 内海　和樂（真岡市立中村小学校1年）
 齋藤　悠歌（那須塩原市立大原間小学校1年）
 清水　良樹（那須塩原市立南小学校2年）
 髙橋亜香里（上三川町立北小学校2年）
 多賀谷奈央（栃木市立栃木第五小学校2年）
 太田　　陽（宇都宮市立今泉小学校3年）
 高橋　祥斗（栃木市立合戦場小学校3年）
 田中　陽向（那須町立那須小学校5年）
 齋藤　小夏（日光市立今市小学校6年）

（敬称は略させていただきました）
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栃木県青少年育成県民会議設立 50周年記念感謝状贈呈

栃木県青少年育成県民会議表彰

⑴　県民会議の事業に長年にわたり貢献いただいた方々
●「親子学び合い事業（携帯電話講習会）」における貢献
　　東京石灰工業株式会社　代表取締役社長　菊池　宏行
　　合同会社ロジカルキット代表　　　　　　  下田　太一
●「少年の主張発表大会」における貢献
　　栃木県更正保護女性連盟
　　青少年育成河宇地区連絡協議会　　　　　　那須地区青少年育成連絡協議会
　　上都賀地区青少年育成対策連絡協議会　　　安足地区青少年育成連絡協議会
　　芳賀郡市青少年育成連絡協議会　　　　　　塩谷地区青少年育成連絡協議会
　　下都賀地区青少年育成推進連絡協議会　　　南那須地区青少年育成連絡協議会
●「家庭の日」絵日記コンテストにおける貢献
　　株式会社下野新聞社
●「子ども読書活動推進事業（子どもの本連続講座）」における貢献
　　栃木子どもの本連絡会
⑵  　栃木県青少年育成指導員として10年以上にわたり活動いただいた方
　　前原　保彦（旧国分寺町・下野市）　　渡辺　喜保（上三川町）
　　大畑　耕兵（市貝町）　　　　　　　　関口　浩（宇都宮市）
　　野原　佑介（栃木市）
　　平野　精一（旧湯津上村・大田原市）
　　栗原　哲夫（旧田沼町・佐野市）
　　土田　陽吉（那須町）
　　斎藤　　信（塩谷町）
　　福富　良夫（旧大平町・栃木市）
　　伊藤　三良（大田原市）
　　瀬下　敏明（旧岩舟町・栃木市）
　　三本木忠二（那須塩原市）
　　綱川　文世（芳賀町）
　　吉澤　昭芳（旧喜連川町・さくら市）
　　竹谷　　浩（益子町）

●子ども育成・憲章功労者
　　飯田　昌弘　　上野　勝弘　　大平　　誠
　　大山　和昭　　澳原　初男　　片山セツ子
　　金田　久子　　狐塚　　明　　黒川　　平
　　駒場　英視　　齋藤　秀夫　　酒井　陽子
　　坂本　宏夫　　佐々木正直　　佐々木康子
　　清水　弘一　　清水　政明　　滝原　初夫
　　塚田　安彦　　中田　　弘　　中林　幸作
　　野村　和男　　橋本　　栄　　橋本　裕文
　　引橋三佐夫　　兵藤　　勇　　増渕　　進
　　宮下　明枝　　矢後　紀夫　　山本　修司
●子ども育成・憲章功労団体
　　泉が丘地区連合自治会交通防犯部 宇都宮南警察署管内少年指導委員会
　　おはなしポットの会 上田五段噺子保存会
　　「子供に夢を」夏祭りを楽しむ会 西校地区青少年育成会連絡協議会
　　塩谷町ウィークエンド・サークル活動 栃木地区職場警察連絡協議会
　　那珂川町青少年育成協会 那須烏山警察署管内少年指導委員会
　　日産労連栃木地協 山辺地区青少年育成会連絡協議会
●社会貢献青少年
　　髙瀨　奈々美　　長谷川　杏樹 （敬称は略させていただきました）
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平成 29年度青少年育成市町村民会議等全体研修会
　平成３０年２月８日（木）、栃
木県総合教育センターにおい
て、開催しました。１００名の
皆さまにご参加いただきまし
た。午前中は県民会議主催の
研修、午後は総合教育セン
ター生涯学習部主催の ｢ 地域
教育コーディネーター養成セ
ミナー ｣ との合同開催でした。
　午前中、今年度の事業報告
と次年度の事業説明を行った
後、栃木県青少年育成アドバイザー会の紹介と活動報告、講師による次年度の親子学び合い事業に
関する講話を行いました。
　栃木県青少年育成アドバイザー会は今から
３４年前の昭和５９年に発足し、会員それぞれ
が地域等において得意な分野の知識や技術
を生かして青少年を支援する活動を行ってき
ています。一時期は５０名近くいた会員は現
在、１８名（平成３０年２月現在）となってしまい、
後継者不足という問題を抱えています。青少
年の健全育成のため熱い思いを持って地道に
取り組んでいらっしゃる会員の存在や活動等
を少しでも多くの皆さんに知っていただき、地域や学校等ともっとつながることができればと思い、企
画しました。小林勇治会長が青少年育成アドバイザー会の全体像を説明してくださり、その後、６名
の青少年育成アドバイザーの方々がご自身の活動内容や思いを語ってくださいました。
　また、親子学び合い事業に
関する講話は、日頃この事業で
講師としてお世話になっている
合同会社ロジカルキット代表の
下田太一先生にお願いしまし
た。親子学び合い事業を始めて
１０年が経ちましたが、その間、
ＳＮＳといつでもどこでも誰とで
も簡単につながることができる
ようになるなど、我々を取り巻

アドバイザー会の皆様

青少年育成アドバイザー養成講習会について
　平成２９年度の「青少年育成アドバイザー養成講習会」が平
成３０年２月２３日 ( 金 ) 〜２５日 ( 日 ) の２泊３日で国立オリンピッ
ク記念青少年総合センターを会場に開催されました。この講習
会は全日本青少年育成アドバイザー連合会が主催するもので、
各地で行われる入門講習会を受講後にこの講習会を受講して小
論文を提出すると「青少年育成アドバイザー」として認定申請
ができます。今年度の受講料は１７,０００円でした。
　平成３０年の案内はまだありませんが、この講習会に興味の
ある方は県民会議事務局までご連絡ください。
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く環境も大きく変わりました。そこで、事業の充
実を図るため、今年度は市町村民会議にアンケー
トを実施し、さらには親子学び合い事業の趣旨を
ご理解いただくため、このページの下段のような
リーフレットを作成しました。
　昨年度の本研修会は、各市町村民会議の設置

状況について報告することをメインとしていまし
た。今回は多くの皆さんが関心を持っている青
少年育成アドバイザーと、来年度から「ネット時
代の歩き方講習会」となる親子学び合い事業を
題材としました。実施後のアンケートでは肯定的
なご意見を数多くいただきました。県内の各青
少年関係団体や市町村民会議等が一堂に会する
貴重な機会ですので、いただいたご意見を踏ま
え、よりよい研修となるよう努めていきたいと思
います。

午後の「地域教育コーディネーターセミナー」
　講話　「地域の大人に期待される役割」
　講師　青森中央学院大学教授　　髙橋興氏
　　　　放課後ＮＰＯアフタースクール副代表　織畑研氏

親子学び合い事業「ネット時代の歩き方講習会」リーフレット



6

平成30年3月20日 青少年とちぎ 212号

平成29年度　栃木県青少年育成県民会議事業報告

事業名 対象 内容 実施時期

１　市町村民会議との連携強化、住民啓発促進に関する事業

⑴ 青少年育成市町村
民会議支援

青少年育成市町
村民会議

・市町村民会議の組織強化、活動支援
・市町村民会議対象の全体会議、研修会
の開催
・内閣府主催研修会への派遣

・全体連携会議：
　　6月15日（木）総合教育センター
・全体研修会：
　　2月8日（木）総合教育センター
・「子ども・若者育成支援地域連携」
中央研修会（11月）　芳賀町、茂木
町、高根沢町から

⑵ 青少年育成指導員
活動支援

青少年育成指導
員

・育成指導員の設置、活動支援
・育成指導員対象の研修会開催、助成
・内閣府主催研修会への派遣

・自主研修会（年3回）
・地区別研修会（8地区）
・「子ども・若者育成支援地域連携」関
東甲信越静ブロック研修会（９月）

⑶ 広報啓発 一般県民

・「青少年とちぎ」の発行
・県民運動啓発チラシ、物品等の作成
・「ふれあいフェスティバル」への参加
・新規賛助会員の募集

・青少年とちぎ発行（年3回7，12，3
月）
・ふれあいフェスティバル：
11月19日（日）とちぎ青少年センター

⑷ 青少年育成団体連
携

各青少年育成関
係団体

・各青少年育成関係団体との連絡調整
・県、市町、団体等の実施する青少年育
成関連事業への共催、後援、参加

・各地区青少年育成協議会総会、研修
会
・青少年育成関係団体の連携事業開
催日

２　青少年の自立と社会参加活動の推進に関する事業

⑴ 少年の主張発表大
会

中学生
一般県民

・地区大会への助成
・県大会の開催
・全国大会への推薦

・地区大会：河宇(8/23)、下都賀(8/25)
　　　　　芳賀(8/24)、上都賀(8/26)
　　　　　安足(9/7)、那須(9/7)
　　　　　南那須(9/12)、塩谷(9/14)
・県大会：9月2３日(土)
  総合文化センターサブホール
・全国大会：11月12日（日）
  オリンピック記念青少年

総合センター

⑵ 青少年育成県民会
議表彰 一般県民

・青少年育成に功績のあった青少年団
体、個人等の表彰
・永年（20年）賛助会員への感謝状の贈
呈

・表彰応募：5月～8月
・審査：9月
・表彰：2月17日（土）
  総合文化センターサブホール

⑶ 子ども読書活動推進 一般県民

「2017栃木子どもの本連続講座」の実
施
　　　　「子どもに読書のよろこびを」
　　　　　（アジアの子どもの本）

講座：教育会館小ホール
　　  (6/17)(7/8)(7/22)(8/19)

⑷ 生き生き体験活動 ジュニアリーダー
スクラブ等

・中高生のリーダー育成を図る団体への
活動助成 通年

⑸ 親子学び合い

小中学生とその
保護者、及び特別
支援学校等の児
童生徒とその保
護者

・携帯電話等の正しい使い方に関する
講習会の開催

講習会：5月～30年2月
　各市町小中学校
　各特別支援学校等

３　「とちぎ　心のスクラム県民運動」推進事業

⑴「県民のつどい」開催 一般県民、青少年
育成関係者等

・心豊かな青少年を育む県民大会の実
施
・栃木県青少年育成県民会議
設立50周年記念式典
・記念誌作成

・県民のつどい：11月4日（土）
  栃木市岩舟文化会館

⑵「家庭の日」推進 一般県民 ・「家庭の日」絵日記コンテストの実施
・「家庭の日」啓発物の作成

・募集期間：7月～9月
・入賞者表彰：２月17日（土）
  総合文化センターサブホール

４　県民会議設立50周年記念事業

⑴ ｢記念式典」開催
｢記念誌」作成

一般県民、青少年
育成関係者等

・栃木県青少年育成県民会議
設立50周年記念式典
・記念誌作成

・記念式典：２月17日（土）
  総合文化センターサブホール

●平成29年度は以下の事業を実施しました。
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栃木県更生保護女性連盟よりご寄付いただきました
　１月18日（木）、ホテル東日本宇都宮にて栃木県更生保護女性連盟「新春のつどい」が開かれ、
その席上で当財団を含む13団体に「愛の募金贈呈」がありました。
　栃木県更生保護女性連盟からは、このほか少年の主張県大
会出場の中学生に対し、記念品として例年図書カードをご提
供いただいております。

菊池宏行氏（東京石灰工業㈱代表取締役社長）からご寄附いただきました
　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30万円を県民会議へ寄付し、平成29年12
月21日(木)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県民会議会長の福田富一知事に手渡され、会長からは感
謝状が贈呈されました。
　懇談の中で菊池社長は、「インターネットの普及により、子ども達は実体験に基づく知識や価
値観が醸成されにくくなっている。適切な判断能力を身につけられるよう寄付金を活かして欲し
い」と話されました。会長もまた、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。
　県民会議では、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」（30年度からは「親子学び合い事業　ネット時代の歩き方講習会」）
を実施しています。菊池社長からの寄付は、この事業の費用の一部として活用させていただいて
おります。
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ふれあいフェスティバル
　平成29年11月19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2017」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に開催され、青少年の交
流・青少年の育成を目的とした参加団体のＰＲの場になっています。
　開催当日は晴天に恵まれ、昨年同様インターナショナルフェスティバル「レッツアミーゴ！」との
合同開催であったため、各青少年団体の出展ブースは多くの来場者で賑わっていました。

　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、パッチンが
えるやパラパラ漫画といった簡単に作成出来て家に持ち帰って遊べる工作を
行い、数多くの子供達に参加してもらえました。また、コマ回しの実演も行
い、こちらでも子供から大人まで楽しんでもらえることができ、大いに盛り
上がりました。

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

♪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

ベルリン交響楽団
ドイツ名門オーケストラで聴く、豪華名曲コンサート！！

7月4日（水）18：30開演
会　　場／メインホール
全席指定／SS席7,000円
　　　　　 S 席5,000円
　　　　　 A 席3,000円

（A席学生1,500円）

3月24日
㈯発売開始

！

松竹大歌舞伎

7月30日（月）	昼の部13：00開演
	 夜の部17：30開演
会　　場／メインホール
全席指定／特等席6,800円　一等席6,000円
　　　　　二等席5,000円（二等席25歳以上2,500円）

【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）

【プログラム】
ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
スメタナ：交響詩「モルダウ」
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲　第２番　ハ短調
ベートーヴェン：交響曲　第５番　ハ短調「運命」

【出演】
尾上菊之助　ほか

【演目】
一．   近江のお兼
二．   曽我綉俠御所染
　　　　  御所五郎蔵

三． 高坏

4月15日
㈰発売開始

！

尾上菊之助

とちぎ未来づくり財団事業のお知らせ
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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

　5月3日に有料で入館されたお客様に
記念品をプレゼント‼(3,000名)
　栃木県子ども総合科学館は、昭和63年(1988年)
5月3日に開館。今年で30周年を迎えます。毎年約
50万人余の皆様にご来館いただき、昨今では、子ど
もからシニアの皆様まで、幅広い年代から親しんで
いただいております。
　この30年間の感謝の気持ちをこめて、5月3日に
は有料入館者の方に記念品をプレゼントさせていた
だきます。ぜひ、お越しください！

第72回企画展「光と色のファンタジア」3月17日(土)～4月8日(日)好評開催中！
詳細は科学館ホームページをご覧ください。

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://tochigikaihin.jp/

　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。

迫力のあんこう吊し切り！
● 事 業 名：「海浜冬まつり」
●実施期日：平成30年2月3日（土）～4日（日）　1泊2日
●実施内容：
　◦１日目→「おまつり広場」…スノードームづくり、型抜き、射的、ミニゲーム　など
　　　　　　「あんこう吊し切り」
　◦２日目→「選択活動」…つみれ汁づくり、塩づくり＆つぼ焼きいも、貝笛づくり　など
●参加者の声：
　◦目の前であんこうの吊し切りが見られてよかった。あんこう汁が美味しかった。
　◦おまつり広場は、大人も子どもも楽しめた。
　◦海水からおいしい塩ができた。作った塩でおにぎりを作ります。

〜来年度（上半期）事業告知〜　来年度も魅力的な主催事業がい〜っぱい！
①磯釣り入門
　◦期　　日：平成30年5月12日（土）～13日（日）　大洗の海で磯釣りに挑戦
　・募集人数：40名　※県民（参加者全て小学4年生以上）対象
②海浜の旬・メロン
　◦期　　日：①平成30年6月2日（土）～3日（日）　鉾田のメロンは日本一
　　　　　　　②平成30年6月16日（土）～17日（日）
　◦募集人数：各200名　※県民対象
③海浜夏まつり
　◦期　　日：平成30年7月7日（土）～8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・海の子ファミリーキャンプ
　◦期　　日：平成30年9月8日（土）～9日（日）　茨城の家族との交流体験学習
　◦募集人数：30組（栃木20組／茨城10組）
　　　　　　　※県内および茨城県民（参加者全て小学生以上）対象

詳しくは、とちぎ海浜自然の家のホームページをご覧ください。

あんこう吊し切り

(昨年の忍者道場ゴールデンスペシャルの様子)

おまつり広場

塩づくり
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なす高原自然の家　今年度の主催事業について
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

　 なす高原自然の家では、８月に行われた1泊２日の主催事業「ふれあい登山教室
①～那須の名峰・茶臼岳登山～」を皮切りに、小学５、６年生を対象とした２泊３日の主催事業

「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、酪農体験や地
域の歴史探訪等を実施し、仲間作りや協力することの大切さを学びました。また、「わくわく体験デ
ー」では、日帰りでうどん打ちを御家族が体験しました。さらには、12月、親子でパエリアやシュト
ーレンを作ったり、クリスマスリースを作ったりした「クリスマスファミリーデー」、１月には、親子
での雪遊び・スノーシューハイキング・かまくら作りを中心とした「冬のファミリーデー」（ともに１
泊２日の主催事業）を行いました。２月中旬にも同内容で２回目も実施予定です。最後に、３月には障
がいのある方やその御家族を対象とした「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。

ふれあい登山教室③〜紅葉の絶景スポット・姥ヶ平〜 こどもキャンプ〜酪農体験〜

なす高原自然の家
主催事業報告

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

　埋蔵文化財センターでは平成30
年２月３日に、真岡市内で発掘調査
中のくるま橋遺跡の現地説明会を開
催しました。前日に降った雪の影響
が心配されましたが、当日は寒さも
和らぎ、県内外から222名の見学者
がありました。
　くるま橋遺跡は、真岡市南部にあ
る古墳時代から平安時代にかけての
遺跡で、県道の拡幅に伴い、昨年９月
から埋蔵文化財センターで発掘を
行ってきました。その結果、各時代の
竪穴住居跡が多数確認され、ここに
当時の集落があったことがわかりま

した。また、古墳時代中ごろ(５世紀)
の古墳も発見されています。竪穴住
居跡からは当時使われた土器や、糸
紡ぎ(いとつむぎ)の道具、魚獲りの
網の錘(おもり)などが出土しました。
さらに、金箔を押した、10世紀初め
頃の銅製の阿

あ

弥
み

陀
だ

如
にょ

来
らい

像も発見さ
れました。これは高さ約9cmの小さ
い仏像ですが、とても精巧な作りで、
保存状態も良好です。当日は、土器
などの出土遺物とともに発掘現場事
務所に展示され、多くの見学者の注
目を浴びていました。

多くの見学者を迎えて、発掘調査の成果を解説

1,000年ぶりに姿を現した金銅
仏(阿弥陀如来：像高8.9㎝)

発掘現場事務所では、出土した仏像や土器などの遺物を展示
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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
一般社団法人栃木県老人福祉施設協議会
茨城寺岡オート・ドア 株式会社
医療法人社団友志会
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
栄研化学（株）野木事業所
王冠ボウル
株式会社暁恒産
株式会社足利銀行
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
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
株式会社ユーテック
株式会社吉野工業所宇都宮工場
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柔道整復師会
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
社会福祉法人蓬愛会
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
地方独立行政法人新小山市民病院
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
東石リース株式会社
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
栃木県薬事工業会
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
獨協医科大学病院
トヨタカローラ栃木株式会社
那珂川町更生保護女性会
那須烏山市更正保護女性会
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
芳賀町工業団地連絡協議会
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
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

賛助会員　（団体）

個人情報保護のため
個人会員の方の掲載は控えさせて
いただきます。
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【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

　韓国のピョンチャンで冬期オリンピックが開催された。世界の若者の活躍にテレビに釘付けに
なった人も多いのではないか。
　日光市出身の小池詩織選手（アイスホッケー女子）は、オリンピックでの日本チームの初勝利
となる予選リーグのＫＯＲＥＡ戦で１点、順位決定トーナメントのスウェーデン戦で１点、合計
２点をあげた。ディフェンスというポジションでありながら、日本チームの総得点の４分の１を
あげ、６位入賞に大きく貢献した。小池選手を初めとする多くの若者の活躍に惜しみない拍手を
送りたい。
　とはいうものの、一方で思い通りに力を発揮できなかった選手も多い。また、オリンピックを
目指しながら代表に選ばれなかった選手や、けがのため選考会に参加することもできなかった選
手の数はもっと多いだろう。さらに、オリンピックやパラリンピックを目指すだけの環境や体力
に恵まれない人、紛争や貧困などでオリンピックへの努力など思いもよらない人は、世界に目を
向ければ星の数である。
　「栄誉」に対してはもちろん惜しみない拍手を送ろう。しかし、一方で「努力」に対しても等
し並みに心からの拍手を送りたい。何も勝ち負けのある世界だけが努力の対象となるわけではな
い。メダルを目指す努力、オリンピックを目指す努力と、ひとりひとりの青少年が頑張って毎日
を乗り越えていく努力に差はつけられないような気がする。オリンピック選手ではなくとも、努
力する若者には心からの拍手を送りたい。
　そして、その「努力」の向こうに、小平奈緒選手とイ・サンファ選手のレース後の姿に見られ
たような本当の「人と人とのつながり」が生まれる。この「努力」から生まれる「人と人とのつ
ながり」こそが、これからの時代を支えていく大きな力となるのではないだろうか。

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3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30年2月現在）個人　251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。


