（栃木県）

平成２４年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
都道府県名
区

栃木県

青少年行政主管課(室)名

分

内

県民生活部青少年男女共同参画課
容

備

・とちぎ青少年育成フォーラム〈
（財）とちぎ未来づくり財団、県青少年男女共同参画課〉
１ 大会等
期日：11 月 15 日
場所：栃木県庁研修館 4 階講堂
参加者：150 名
（栃木県・市町）
第 1 部：表彰式

考

４（１）ア

第 2 部：講演「青少年の携帯電話の適正利用について」

展示：
「家庭の日」絵日記コンテスト優秀作品
・高根沢町青少年健全育成大会「きらきらフェスタ 2012
期日：11 月 25 日

～キミもワタシも主人公～」（高根沢町）

４（２）イ

場所：高根沢町町民ホール

内容：町内小中高校生によるステージ発表・作品展示発表会
・第 7 回小山市青少年健全育成大会(小山市) 期日:11 月 17 日 場所:小山市立文化センター大ホール

４（１）エ

出席者：市長、教育委員長、教育長、市議会議長、警察署長、下都賀教育事務所長、青少年育成
関係者、一般市民

計 546 人

内容:青少年の主張作文コンクール

アトラクション:小山児童合唱団による合唱
・藤原支部子ども会大会（日光市）

期日：11 月 11 日

場所：藤原文化会館

４（１）イ

内容：藤原地区において地域住民との交流を図った
・子どもなんでも発表会（下野市）

主催：下野市青少年育成市民会議

場所：下野市立緑小学校体育館

期日：11 月 11 日

４（１）ア

出席者：発表児童 29 名、観覧者 80 名

内容：児童が自主的に好きな事、やりたい事を何でも発表する機会を与え、
そこで発表することで自己肯定感を育む
・少年剣道錬成大会の開催（県警少年課）
参加者：小学 4～6 年生 110 名
２ 広報啓発活動

期日：場所(11/25

栃木県警察学校体育館)

４（１）ア

内容：基本の部と一般試合に分かれトーナメント方式で実施

・とちぎ青少年育成フォーラム会場における「家庭の日」絵日記コンテスト優秀作品の展示〈(財)とちぎ未来づくり財団〉

（栃木県・市町） ・「栃木の子どもをみんなで育てよう」運動啓発チラシ配布（塩谷南那須教育事務所）
・広報たかねざわ(紙)及びＨＰ(ネット)による「高根沢町青少年健全育成大会」の広報（高根沢町）

４（１）イ
４（１）イ
４(1)ア,ウ(2)ア

・有害環境浄化啓発パンフレット等の配布（県西健康福祉センター）

４（１）エ

・青少年健全育成のチラシを作成し市内全小中学生（約 8600 人）に配布（鹿沼市）

４（１）ア・エ

・市内の大型店舗 5 か所で啓発チラシ、グッズを配布【参加者 97 名】
（内：中学生 35 人、高校生 5 人） ４（１）ア・エ
同時に「家庭の日」
「あいさつ運動」ののぼり旗を掲出（鹿沼市）
・12/1 のぼり旗設置、12/7 啓発パンフレット配布、12/15 広報誌「夢咲楽」和輪話通信 18 号発行（さくら市） ４(１)ア･イ・エ
・広報紙による青少年健全育成啓発活動（芳賀町、足利市、県東健康福祉センター、下野市、益子町、

４（１）ア、ウ

茂木町、宇都宮市、壬生町）
・啓発パンフレット等 50,000 部を市内全世帯に配布（小山市）

４（１）ア・エ

＊青少年健全育成大会時に懸垂幕と横断幕を掲出
＊小山市立文化センター等へ啓発ポスターやチラシを掲出
＊11/11 に街頭啓発活動を実施

場所:おやまリサイクルフェア会場（小山市中央清掃センター）

参加者:小山市青少年健全育成連絡協議会、小山市青少年育成指導員協議会
・啓発用パンフレット等の配布（足利市、茂木町、栃木市）

４（１）ア・イ

・市内１４か所への立て看板設置（栃木市）

４（１）ア・イ

・少年補導員及び子どもネットワーク関係者による駅前等での朝のあいさつ運動（栃木市大平地域 ）

４（１）ア・イ

・子どもを育む会関係者による祭での街頭啓発キャンペーンと花の種の配布（栃木市都賀地域）

４（１）ア・イ

・
「栃木の子どもをみんなで育てよう」運動（県生涯学習課）

４（１）ア～エ

＊広報啓発ポスター作成･掲示

＊リーフレット作成･配布

・啓発品〔リーフレット、エコバッグ、ティッシュペーパー〕の配布（下野市）

４（１）イ・ウ

・市職員の名札に「児童虐待防止推進月間」啓発オレンジリボンを着用（下野市）

４（１）ウ

・桃太郎旗の掲出（下野市）

４（１）イ・ウ

・啓発用ポスターの掲示（下野市、栃木市）

４（１）ウ

・職員の「児童虐待防止推進月間」啓発オレンジリボン着用（県北児童相談所、中央児童相談所）

４（１）ウ

・管内市町が発行する広報誌に「児童虐待防止推進月間」周知の記事掲載を依頼（県北児童相談所）

４（１）ウ

・市内の各地区協議会等でのぼり旗を掲揚した。
（那須烏山市）

４（１）ア、ウ

・市のＨＰに青少年センターだよりを掲載することによる広報活動（那須塩原市）

４（１）ア

・児童相談所玄関にオレンジリボンツリーを設置（県南児童相談所、中央児童相談所）

４（１）ウ

・啓発用懸垂幕を駅前広場に掲示（野木町）

４（２）ア

・啓発用のぼり旗を町内駐輪場に掲示（野木町）

４（２）ア

・ポスター掲示による周知（上三川町）

４（１）エ

・ふれあい健康福祉祭りで、薬物乱用防止啓発活動を実施（上三川町）

４（１）エ

＊薬物乱用防止リーフレット(500)、チラシ(30)、ティッシュ(500)等を配布
・スポーツ組織と連携･協力した人権啓発活動（県人権施策推進課） 連携先：リンク栃木ブレックス
【内容】①試合会場における、いじめ防止啓発ＰＲ及び啓発横断幕の掲示
②いじめ防止啓発ポスターの作成および配布
③いじめ防止啓発グッズ（クリアフォルダ、ステッカー）の作成および配布
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４（１）エ

・薬物乱用防止広報車「きらきら号」による薬物乱用防止教室の開催(県警少年課)小学校 16 校 933 名

（栃木県）
４（１）エ

・非行防止教室の開催（県警少年課）小学校：8 校 851 名 中学校：2 校 893 名 高校：4 校 2386 名

４（１）エ

・フィルタリング啓発広報（県警少年課）栃木富士通、コマツ製作所感謝祭で参加者にチラシを配布

４（１）エ

・児童虐待防止啓発広報（県警少年課）

４（１）ウ

県内 19 警察署で、免許更新時講習時、街頭活動時、パチン
コ店等でチラシとリーフレットを配布

・啓発用チラシ等を市内全戸に配布（矢板市）

４（１）イ

・横看板「はぐくむ 心に たくす未来」の掲示（矢板市）

４（１）イ

・啓発パネルの掲示、のぼり旗の掲出、パンフレットの配布（中央児童相談所）

４（１）ア

・懸垂幕、幟旗の掲出（茂木町）

４（２）ア

・ＣＡＴＶ、町ＨＰによる広報啓発活動（茂木町）

４（１）ア

・家庭の日推進事業として 11/4～11/11 の期間、職員が「家庭の日」ロゴマーク入りのジャンパーを着

４（１）ウ

用し啓発（茂木町）
・各小中学校での強調月間・強調週間での見回り(パトロール)の強化（茂木町）

４（１）エ

・青少年健全育成バンドフェスタや健康ふくしまつり等のイベント会場での啓発品配布（壬生町）

４（２）ア

・ふれあいのある家庭づくり推進活動及びコンクール優秀作品の展示（宇都宮市：ろまんちっく村）

４（１）イ

・地域コミュニティセンター等、市内 39 地区にのぼり旗の掲出（宇都宮市）

４（１）ウ

・地域拠点施設（上河内地域自治センターほか 5 箇所）にオレンジリボンツリーの設置（宇都宮市）

４（１）ウ

・市庁舎内にオレンジリボンキャンペーンブースの設置（宇都宮市）

４（１）ウ

・東武宇都宮百貨店でのパネル展示（宇都宮市）

４（１）ウ

・市職員（主幹以上）のオレンジリボン着用、市議会議員へのオレンジリボン配布（宇都宮市）

４（１）ウ

・宮っ子フェスタで来場者により虐待防止メッセージの作成（宇都宮市）

４（１）ウ

・栃木ＳＣ、リンク栃木ブレックスのホームゲームや各種イベント時におけるパンフレットの配布（宇都宮市） ４（１）ウ
・市内オリオンスクエア大型映像装置でコマーシャルの放映（宇都宮市）

４（１）ウ

・地区市民センター等の市有施設のほか、保育所、小中学校、百貨店、スーパー、金融機関等への児童

４（１）ウ

虐待防止ポスター掲出（宇都宮市）
・市内図書館や出張所での麻薬・覚せい剤乱用防止運動啓発ポスターの掲示（宇都宮市）

４（１）エ

・第 6 回宇都宮市福祉の祭典（11/23 ）における資材配布、キャラバンカー展示による薬物乱用防止啓

４（１）エ

発活動の実施（宇都宮市）
・栃木県青少年育成指導員会自主研修会〈
（財）とちぎ未来づくり財団〉 実施日：11 月 10 日(土)
３ 研修等
場所：栃木県青少年センター
内容：講演「積極的に人と関わりを持つために」 参加者：15 名
（栃木県・市町）
・携帯電話の有害情報に関する講習会〈
（財）とちぎ未来づくり財団〉
場所：矢板市立矢板小学校

実施日：11 月 17 日(土)

４（１）イ

参加者：小学 6 年生(約 70 名) 保護者(約 40 名)

・塩谷地区青少年育成指導員等研修会（矢板健康福祉センター・矢板市）
期日：11 月 22 日

４（１）イ

４（１）ウ、エ

場所：矢板健康福祉センター

参加者：塩谷地区青少年育成指導員・市町青少年育成担当者・民生児童委員・塩谷南那須教育事務
所担当者・中学校長・中学校教職員・中学校長会長・小学校長会長・地区高校学校長代表・
地区更生保護女性会長・警察署員・保護司・地区青少年連絡協議会員・児童相談所職員
内容：講演≪児童福祉施設に入所している子どもから見られる世の中の状況≫【講師：国立児童自
立支援施設 国立きぬ川学院 井上保 所長】

：情報交換

・青少年健全育成大会実行委員会（高根沢町）期日：11 月 1 日 会場：高根沢町改善センター

４（１）エ

・青少年育成指導員等研修会（県西健康福祉センター）

４（１）ウ

期日：11 月 16 日

場所：情緒障害児短期治療施設「那須子どもの家」
行政主管課等

参加者：上都賀地区青少年育成指導員・

内容：施設から見た青少年の現状と健全育成についての講演及び施設の見学

・青少年健全育成研修会（鹿沼市） 期日：12 月 1 日
参加者:市長、青少年育成関係者等 102 名

場所：鹿沼市民情報センター

４（１）ア

内容：栃木県若年者支援機構の理事長を講師に招き、

育成団体関係者、学校ＰＴＡ等を対象に、青少年の健全育成に役立てるための講演会を開催
・視察研修（さくら市） 期日:11 月 15 日 場所:鹿沼市民センターCCV ロハスカフェ 参加:14 名

４（１）ア

・中学校生徒指導連絡会議(足利市) 期日:11/6,27 場所:足利市民会館 参加者:市内中学校生徒指導担当者

４（１）ア・エ

・中･高生徒指導連絡会議(足利市) 期日:11/13 場所:足利市民会館 参加者:市内中高等学校生徒指導担当者

４（１）イ

・中学生地区活動ボランティアクラブ研修会(足利市)

４（１）イ

期日:11/11

場所:国立赤城青少年交流の家

参加者: 中学生地区活動ボランティアクラブ員
内容:仲間とのコミュニケーションを高め協調性を学ぶ体験学習等
・青少年健全育成視察研修（那須町）

場所:茨城ダルク

４（１）ア・エ

・家庭教育サポート事業（県生涯学習課、河内教育事務所）期日:11/1 場所:栃木銀行(行員 10 名参加)

４（１）ア・エ

内容:働く保護者を対象に、親子のコミュニケーション等をテーマとした参加型の学習会を実施
・思春期版家庭教育支援プログラム促進事業（県生涯学習課）
場所:下野市立南河内中学校

期日:11 月 17 日

４（１）ア・エ

内容:思春期の子を持つ保護者を対象に思春期の子供が抱える
課題への対応等をテーマとした参加型の学習会を実施

・子どもの生活リズム向上推進事業（県生涯学習課） 内容:子どもの生活リズム向上を普及･推進する
事業を県内各所で実施し地域全体で子どもの望ましい基本的生活習慣を育成する機運を醸成する
＊11 月 5 日

家庭教育オピニオンリーダー連合会

＊11 月 18 日 栃木県地域婦人連絡協議会
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４（１）ア

（栃木県）
＊11 月 22 日 日光市ＰＴＡ連合会
＊11 月 25 日 栃木県地域婦人連絡協議会
・出前講座（河内教育事務所） 期日:11/9

場所:県立聾学校

参加者:教職員 53 名

４（１）イ

テーマ:お互いを認め合い、心通う人間関係づくり
内容:人権教育の視点から見た「いじめの未然防止」についてのワークショップを実施
・親学習プログラム出前講座（河内教育事務所）期日:11/30 場所:宇都宮市細谷コミュニティセンター
参加者:保護者 61 名

４（１）イ

内容:細谷小学校の学童保育に参加している児童の保護者を対象に親

学習プログラムを活用した講座を実施し、ワークショップを行うことにより家庭教育の支援と
して生活リズムの向上について考えた
・親力アップ子育てセミナー（日光市）
に興味のある有志

期日:11/13

場所:大沢地区センター 参加者:家庭教育

４（１）イ

内容：福田雅章氏による講演会（子育てのコツ、子どもとの接し方等）

・県立学校生徒指導連絡協議会（県教委学校教育課）

期日:11/13

場所:栃木県総合教育センター

４（１）ウ

参加者:各県立学校の生徒指導担当主幹教諭または生徒指導主事
内容：①県教委関係所管事項説明

②講話（学校の危機管理）

・下都賀地区広域立入調査実施委員会（下都賀教育事務所） 期日：11/2
内容：①県青少年健全育成条例の改正ポイント

③班別研究協議
場所：小山庁舎

４（１）ウ

②栃木県の立入調査実施状況

③第 2 回立入調査の計画
・講演 ≪県北児童相談所：判定指導課長≫

４（１）ウ

期日：11/20 矢板地区小学校教育研究会（テーマ：児童虐待の現状とその対応等）
・那須塩原市少年指導員会視察研修（那須塩原市）

期日/場所：
（11/16 福島県会津若松市）

４（１）ア

・那須地区青少年育成推進連絡協議会視察研修（那須塩原市,大田原市）期日/場所:11/30(茨城県結城市)

４（１）ア

・下都賀地区青少年育成指導員会自主研修会（野木町）

４（１）イ

期日/場所（11/2 野木町公民館幼児室）

参加者：下都賀地区青少年育成指導員、県南健康福祉センター職員、野木町青少年健全育成協議
会事務局

内容：
「絵本と自然と子ども」
（講師：絵本作家 いわむらかずお氏）

・青少年健全育成講演会兼学校教育祭講演会（野木町） 期日/場所（11/18 野木町文化会館大ホール） ４（１）イ
参加者：一般、教職員、ＰＴＡ、町青少年健全育成協議会委員等約 200 人
内容：
「絵本と自然と子ども」
（講師：絵本作家 いわむらかずお氏）
・就学時健康診断の機会を活用した親学習プログラム活用推進事業（上都賀教育事務所）
参加者：平成 25 年度入学を予定している新１年生の保護者

４（１）イ

内容：テーマ「しつけは子どもへの

大切な贈り物」によるワークショップ
期日/場所：11/12（日光市立落合東小学校）

11/14（日光市立下原小学校）

・少年サポートセンター員ブロック研修（県警少年課）

４（１）ア

参加者：少年サポートセンター員（30 名）
・少年指導委員研修（県警少年課）11/16 参加者：宇都宮 3 警察署管内 58 名 真岡警察署管内 18 名

４（１）エ

・自治会･育成会研修会議（県警少年課）

４（１）エ

参加者：11/9（宇都宮市清原台地区 27 名）
11/12（宇都宮市泉が丘地区 20 名）

・真岡市少年指導員会定例会

期日:場所（11/26 真岡市公民館第 7 会議室）

４（１）エ

参加者：少年指導員 34 名、事務局 3 名
内容：8～10 月街頭指導状況、12～2 月街頭指導計画、地域安全 FAX 通信、情報交換
・ファシリテーター養成講座「親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！”
」を開催
（県こども政策課、中央児童相談所）

・青少年健全育成講演会（栃木市）市内４中学校区で実施
・栃木市とちぎ少年補導員会研修会（栃木市）

参加者：1,063 名

期日：11 月 19 日

テーマ：
「市民活動に参加してみませんか」
高橋美華子主査

４（１）イ

期日:場所（11/10、11 栃木県中央児童相談所）
場所：栃木市市民会館

４（１）イ
４（１）エ

講師：栃木市役所地域まちづくり課 藤田正人主幹

とちぎ市民活動推進センター 小林好雄センター長

出席者：少年補導員 30 名

・小学校における薬物乱用防止出張教室（11/20）の実施（宇都宮市）

４（１）エ

・町内 3 小学校での携帯電話講習会（壬生町：青少年健全育成推進連絡協議会主催）

４（１）エ

・青少年のための良い環境づくり（大田原市・那須町）

４（１）イ．エ

①

講演Ⅰ「携帯電話へのフィルタリングサービスの利用促進と栃木県青少年健全育成条例の改正」

②

講演Ⅱ「携帯電話の魔の手 ～子育てメディアを考えよう～」

（講師：県青少年男女共同参画課主幹
（講師：ＮＰＯ法人 青少年メディア研究協会

川出吉幸 氏）

小川真佐子 氏）

４ 青 少 年 保 護 ・有害図書･携帯電話等販売店への立入調査（塩谷南那須教育事務所、安足地区青少年育成連絡協議会、 ４（１）エ
烏山健康福祉センター、矢板健康福祉センター、高根沢町、県西健康福祉センター、鹿沼市、さくら
育成巡回活動、
市、芳賀町、小山市、県東健康福祉センター、那須町、岩舟町、日光市、下都賀教育事務所、下野市、
環境浄化活動等
（栃木県・市町） 那須塩原市、県南健康福祉センター、上都賀教育事務所、上三川町、矢板市、益子町、真岡市、大田
原市、安足教育事務所、壬生町）
・街頭指導活動（高根沢町、鹿沼市、小山市、足利市、日光市、真岡市、栃木市）

４（１）エ

・氏家駅巡回活動（さくら市）

４（１）エ

・市内小中高校登校時間帯巡回指導（さくら市）

４（１）エ

・列車･自転車等の特別指導［11/9 JR 小山駅］
（小山市）

４（１）エ
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・ビデオ･有害図書類自動販売機の点検･指導（小山市）

（栃木県）
４（１）エ

・白ポスト巡回による有害図書類回収［(小山市)11/27 小山駅、間々田駅］[(矢板市)11/5 片岡駅]

４（１）エ

・違反広告物除却推進事業［11/24］
（小山市）

４（１）エ

・恵比寿講特別補導［11/19,24］
（足利市）

４（１）エ

・青パト車による町内巡回（岩舟町）

４（１）エ

・
「環境調査（防犯パトロール）
」
（那須烏山市） 山あげ祭に合わせて、青少年の集まる場所を調査し危

４（１）エ

険個所を把握するとともに、帰宅を促し非行や事故を未然に防止した。
・街頭補導強化の日（県警少年課）

県内 19 警察署で強化の日等に少年警察ボランティア等と

４（１）エ

街頭補導を実施（延べ 45 回、580 名）
・安全パトロールの実施（県警少年課） 11/20 栃木地区職場警察連絡協議会員、学校教諭、少年指導

４（１）エ

委員、ゴルフ場防犯協力会員 37 名と合同パトロールを実施
・危険地域の一斉街頭指導（矢板市）11/22

４（１）エ

・有害図書、ビデオ、ＤＶＤ等自動販売機の実態調査（矢板市）11/12

４（１）エ

・違法･有害広告物除却活動（栃木市）

４（１）エ

・夜間パトロール（栃木市大平地域）4 日間 12 名

４（１）エ

・秋祭り特別補導（栃木市）3 日間 28 名

４（１）イ・エ

・市内一円において、有害図書類自動販売機の点検や指導、複合カフェ深夜立入及び指導（宇都宮市）

４（１）エ

・各地域内のおける巡回防犯活動の実施（宇都宮市）

４（１）エ

・ネットいじめ等パトロール・相談事業（宇都宮市）

４（１）エ

・有害図書自動販売機地権者及び管理者の訪問（壬生町）

５ 子ども･若者
の社会参加活動
(栃木県・市町)

４（１）エ

・市内学童合同イベント「わいわいフェスタ」への参加（足利市）
場所:足利市民プラザ

期日:11 月 3 日

参加者:足利市ジュニアリーダースクラブ員

４（１）ア

内容:模擬店出店

・ファミリーマラソン大会でのボランティア活動（那須町）参加者:那須町ジュニアリーダースクラブ

４（１）ア

・なすしおばら童謡フェスタ（那須塩原市）

４（１）ア

期日/場所：
（11/25

・スポーツ少年団による清掃活動（上三川町） 期日：11/25
自動車工場内グラウンド・一般公道）周辺

黒礒文化会館）

場所：しらさぎマラソンコース（日産

４(１)ア,(２)イ

参加者：上三川町スポーツ少年団員約 88 名

内容：12/2 開催のしらさぎマラソンへ向けた清掃活動を実施
・農業体験活動（県警少年課）11/18 参加者：中学生、学校教諭、大学生ボランティア、少年指導委員

４（１）ア

内容：冬野菜の種まき、ビニールハウスづくりを実施
・料理体験活動（県警少年課）11/24 参加者：中学生、高校生、学校教諭

４（１）ア

内容：サツマイモを使った料理教室を開催
・茶道教室（県警少年課）11/28 宇都宮市自立支援センターの協力により中学生の作動体験教室を実施

４（１）ア

・栃木県子どもジュニア･リーダー大会への参加（矢板市：高校生）

４（１）ア

・ジュニア及びユースリーダースクラブの育成〈市町主催事業等への協力参加〉
（益子町）

４（１）ア

・健康ふくしまつりやゆうがおマラソン大会等の町内イベントへ中学生がボランティア参加（壬生町）

４（１）ア

・とちぎ青少年育成フォーラム
〈
（財）とちぎ未来づくり財団〉
６ 表彰等
期日：11 月 15 日
場所：栃木県庁研修館 4 階講堂
参加者：150 名
（栃木県・市町）
①栃木県青少年育成県民会議優良青少年団体等表彰式
＊善行青少年(3 名)

４（２）イ

＊青少年育成功労者(18 名)

＊青少年育成功労団体(14 団体)

＊「家庭の日」絵日記コンテスト表彰(最優秀者 1 名・優秀賞 2 名)
②栃木県青少年県民会議賛助会員感謝状贈呈

＊個人(2 名)

＊団体(79 団体)

・町文化優秀者表彰（高根沢町）期日：11 月 3 日 場所：高根沢町町民ホール

４（２）イ

・優良青少年並びに団体表彰（足利市）

４(１)ア,(２)イ

期日：11 月 3 日

場所：足利市民会館

表彰者等：優良青少年 34 名、優良構内団体 2 団体
・市政･教育功労者等表彰式(日光市)

期日：11 月 23 日

出席者：教育功労者、特別表彰者、教育関係協力者

場所：今市文化会館

４（２）イ

内容：模範児童･生徒、青少年やや青少年

の健全育成に貢献した者について、日光市教育委員会表彰規定に基づき表彰
・那須塩原市表彰

（期日/場所：11/2 三島ホール）少年指導員 1 名が該当

・優良勤労青少年等表彰式（県警少年課） 共催：栃木県職場警察連絡協議会
11/8

４（２）イ
４（２）イ

栃木県公館において勤労青少年 60 名、11 事業所を表彰

11/28 佐野地区職場警察連絡協議会（佐野署）

勤労青少年 24 名を表彰

11/30 那須烏山地区職場警察連絡協議会（那須烏山署）

勤労青少年 9 名を表彰

・善行少年表彰（県警少年課） 共催：那須烏山地区職場警察連絡協議会

４（２）イ

11/2 小中学生 23 名を表彰
・模範児童生徒表彰(栃木市)

期日：11 月 22 日

出席者：表彰児童生徒 90 名（小 48 名 中 42 名）
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場所：栃木市文化会館
市長、警察署長、教育長、来賓、保護者、

４（２）イ

