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青少年育成埼玉県民会議広報紙

青少年さいたま
表彰式

（知事公館） 令和２年度｢家庭の日｣ポスターコンクール12/1

（小学生の部）最優秀賞 　「自しゅく期間は家族が先生」
三郷市立前谷小学校　益子　美海さん

優秀賞
「家庭の日」
春日部市立上沖小学校　
佐々木　心菜さん

優良賞
「みんなでダムを見にいったよ」
狭山市立御狩場小学校
押野　倫大さん

「テレビ埼玉」特別賞
「Dance�at�stayhome！」
吉川市立東中学校　
鯉渕　ひまりさん

「埼玉県美術教育連盟」特別賞
「みんなで水あそび」
川口市立元郷南小学校　
山本　彩葉さん

優秀賞
「心の中まで温かい」

川越市立川越第一中学校
宮田　深央さん

優良賞
「家族で花火大会」

飯能市立飯能第一小学校
細田　葉月さん
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（中学生の部）最優秀賞 　「気球の前でハイポーズ！」
桶川市立桶川西中学校　矢澤　史哉さん

埼玉県マスコット
コバトン



　詳細はそれぞれのQRコードから御覧いただけます。
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令和２年度少年の主張埼玉県大会　結果表

発表の様子　水谷　卓郎さん 集合写真

●「令和２年度少年の主張埼玉県大会」を開催しました

　令和２年９月６日（日）、知事公館（さいたま市）にて「令和２年度少年の主張埼玉県大会」を開催しました。
　今年度は、小学生、中学生、高校生・一般の３部門合わせて44,410点の応募がありました。その中から選ばれ
た15名（各部門５名）が、将来の夢や自らの経験を通じて考えたことなどを堂々と発表しました。
　また、当日は、大会に御協賛いただいた企業・団体の皆様から特別賞が授与されました。
　大会の作文集及び発表の様子（YouTube）は県民会議ホームページで御覧いただけます。
　なお、中学生の部最優秀賞の水谷　卓郎さんを第42回少年の主張全国大会に推薦し、独立行政法人国立青少年
教育振興機構から努力賞が授与されました。

●小学生の部	 （敬称略）
賞 学　校　名 学年 氏　　名 題　　　名

最優秀賞 草加市立松原小学校 6 長野　丹子 やる気スイッチの入れ方
優秀賞 さいたま市立下落合小学校 5 橋本　　唯 お姉さんは損⁉
優良賞 三郷市立新和小学校 6 大屋　玲菜 障がいという名の個性
優良賞 三郷市立彦糸小学校 5 張　　瀟文 限りある地球の水
優良賞 ふじみ野市立三角小学校 6 李　　思雯 思いやりの心

●中学生の部
賞 学　校　名 学年 氏　　名 題　　　名

最優秀賞 八潮市立潮止中学校 3 水谷　卓郎 差別という言葉をなくすために
優秀賞 狭山市立入間野中学校 1 寺澤　　翠 働く母を見ていて思うこと
優良賞 加須市立加須北中学校 3 秋元　重人 日本とベトナムのつながりのために
優良賞 飯能市立飯能第一中学校 1 只木　郁乃 私は私
優良賞 行田市立太田中学校 1 蓮見　　優 書を受け継ぐものとして

●高校生・一般の部　
賞 学　校　名 学年 氏　　名 題　　　名

最優秀賞 埼玉県立浦和第一女子高等学校 2 岩下　和日香 大切な命を守るために
優秀賞 淑徳与野中学・高等学校 2 加藤　心渚 ジェンダーバイアスのない世の中に
優良賞 早稲田大学本庄高等学院 3 小藥　　空 「わカモの」
優良賞 埼玉県立熊谷農業高等学校 3 坂田　忠大 農業への思い

優良賞 埼玉県立特別支援学校
さいたま桜高等学園 3 竹内　萌音 差別のない世の中にしたい

●特別賞
賞 学　校　名 学年 氏　　名 題　　　名

「Humming　Bird未来基金」特別賞 狭山市立入間野中学校 1 寺澤　　翠 働く母を見ていて思うこと
「埼玉キワニスクラブ」特別賞 加須市立加須北中学校 3 秋元　重人 日本とベトナムのつながりのために
「ポジティブネット　ＹＭＣＡ」特別賞 三郷市立新和小学校 6 大屋　玲菜 障がいという名の個性
「ＷＡＴＡＢＯＫＵ」特別賞 行田市立太田中学校 1 蓮見　　優 書を受け継ぐものとして

「輝け・明るく・裕
ゆたか

に」特別賞 飯能市立飯能第一中学校 1 只木　郁乃 私は私
「Next Action　埼玉りそな銀行」特別賞 埼玉県立熊谷農業高等学校 3 坂田　忠大 農業への思い
「埼玉新聞社」特別賞 早稲田大学本庄高等学院 3 小藥　　空 「わカモの」

作品集・動画等は
こちら



　詳細はそれぞれのQRコードから御覧いただけます。
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●青少年育成推進団体の活動紹介

春日部市青少年育成推進員協議会の取組 　

　春日部市青少年育成推進員協議会は「青少年を地域で
守り育てる！」を合言葉に、声かけ・あいさつ運動や有
害環境の浄化活動などを通して、地域間の連携を深める
ことを目的に活動しています。
　市内小中学校の訪問活動や「家庭の日」普及啓発活動、
非行防止パトロール、研修会、地元団体との連携事業、
地域行事への参加協力、機関紙の発行などを行っていま
す。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため事業
が中止となる中、この状況下だからこそできることをや
ろうということで、児童生徒の生活や学習に関するアン
ケート、心境を表す三行詩を集めて機関紙を作成しまし
た。
　今後も地域と家庭、学校の架け橋となれるよう活動を
継続し、青少年の健全育成に努めてまいります。

三芳町青少年育成推進員会の取組

　主な取組として、「非行防止パトロール」による街頭
活動と、「青少年健全育成町民大会」「キッズ防犯教室」
による普及啓発活動を実施しています。事業実施の際に
は、町内の様々な方々と連携して取り組んでいます。
　パトロールでは県の協力による実地研修の実施、防犯
教室も推進員自らのスキルを活かした内容を実施するな
ど、少しずつでも改善や新しいことに取り組めるよう意
識して活動を続けてきました。今後はあいさつ運動など
町を明るくする運動にも取り組んでいければと思います。

●青少年育成市町村民会議全体連絡会議及び代表推進員連絡会議を開催しました　

　令和２年11月６日(金)、埼玉会館(さいたま市)にお
いて青少年育成市町村民会議全体連絡会議及び代表推進
員連絡会議を開催しました。
　会議では、各市町村青少年育成推進団体の活動実績等
について情報共有を行った他、「うさぎママのパトロー
ル教室」の武田　信彦氏を講師に迎え、「一般市民がで
きる見守りパトロール活動に関して」と題した講演を行
いました。

会議の様子

防犯教室の様子

学校訪問の様子

詳細はこちら



　詳細はそれぞれのQRコードから御覧いただけます。
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●いじめ撲滅・青少年健全育成合同キャンペーンを行いました

～毎年11月は「いじめ撲滅強調月間」です～

　毎年11月は、埼玉県が定める「いじめ撲滅強調月間」である
と同時に内閣府が主唱する「子供・若者育成支援強調月間」です。
県民会議では、県と一体となりいじめの根絶に向けた啓発活動に
取り組んでいます。
　11月２日(月)には、JR浦和駅頭において、高校生や青少年健
全育成に取り組む団体等と合同で、いじめ撲滅と青少年健全育成
を呼び掛けるキャンペーン活動を行い、啓発品の配布やパネルを
展示しました。

●県民運動活性化助成事業補助金の活用事例

　青少年育成埼玉県民会議では、青少年育成埼玉県民運動を全県に広く普及させるため、青少年育
成埼玉県民会議の正会員（団体）及び各市町村青少年育成推進団体による青少年の健全育成に資する
事業に対し、補助金を交付しています。その活用事例を紹介します。

寄居町青少年健全育成町民会議の取組

　毎年７月に各中学校区の健全育成協議会にて、駅前やコンビニ
周辺で、非行・被害防止の啓発品を配布するキャンペーンを実施
しております。
　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、マスク・
手袋の着用、消毒、人との距離をとる、箱から啓発品を取っても
らう等の感染症対策を行い、実施いたしました。また、本補助金
を活用し、インターネットによる青少年の非行被害防止を呼びか
けるシールを貼った冷却パックを約230個配布しました。配布と
ともに挨拶をし、地域の方との交流を図ることもできました。

朝霞市青少年育成市民会議の取組

　朝霞市青少年育成市民会議では、犯罪の発生要素を「人」だけ
ではなく、「場所」にも着目し、地域の危険な場所を考える機会
として、「地域安全マップ」の作成講座を開催しています。
　マップ作りの養成講座では、子どもの遊び場等でのフィールド
ワークや、子どもたちへの伝え方を学んでいただくことで、地域
の人材を養成しています。
　また、受講後に指導者等になっていただいた方は、講師補助と
して小学校の授業での「地域安全マップ」作りに参加していただ
き、講座で学んだ指導方法等を実践していただいています。
　今後も子どもたちが安全・安心に過ごすことができるよう、地
域の人材を養成しながら、防犯と安全に対する意識の向上に努め
ていきます。

いじめ撲滅・青少年健全育成合同キャンペーン

活動の様子

活動の様子

補助金の詳細等は
こちら



　詳細はそれぞれのQRコードから御覧いただけます。
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●令和２年度青少年育成埼玉県民会議表彰式を開催しました

　青少年育成埼玉県民会議では、地域において青少年育成に顕著な功績の
あった個人及び団体を対象に、昭和42年度より毎年表彰を行っております。
今年度は12月１日（火）、知事公館（さいたま市）にて表彰式を開催し、会長
である大野元裕埼玉県知事から表彰状が授与されました。
　また、本表彰式と併せて、「家庭の日」ポスターコンクールの表彰式及び
長年にわたり県民会議を御支援いただいている賛助会員への感謝状贈呈も行
われました。

◎	優良青少年団体賞：主に30歳未満の青少年で構成され、他の模範となる
活動を長年行っている団体

　杉戸警察署少年剣道教室（杉戸町）
　ふじみ野市青少年相談員協議会（ふじみ野市）
　
◎	青少年育成功労賞（個人）：青少年の健全育成に資する活動を長年にわた
り行っている方々

　伊藤　晴一（伊奈町）
　金子　篤徳（戸田市）
　岸　　典子（桶川市）
　木村　　進（八潮市）

小林　邦直（久喜市）
田中　岑夫（さいたま市）
中村　　隆（入間市）
中矢　道子（羽生市）

橋本　正晴（さいたま市）
牧田　賢彦（桶川市）
丸山　隆仁（本庄市）
吉澤　雅世（越谷市）

 
◎	青少年育成功労賞（団体）：青少年の健全育成に貢献し、他の団体・グルー
プの模範となる活動を長年にわたり行っている団体

　上尾警察署販売防犯連絡協議会（上尾市）
　加須市青少年育成市民会議（加須市）
　青少年育成さいたま市民会議（さいたま市）

◎感謝状を贈呈した賛助会員
浦和北ロ－タリ－クラブ
株式会社エフエムナックファイブ
関東信越税理士会埼玉県支部連合会
学校法人埼玉医科大学
埼玉県信用金庫協会
公益社団法人埼玉県農林公社
株式会社埼玉新聞社

埼玉信用組合
株式会社埼玉りそな銀行
三輪精機株式会社
学校法人城西大学
生活衛生同業組合埼玉県映画協会
たつみ印刷株式会社
株式会社テレビ埼玉

株式会社広野
本田技研工業株式会社　埼玉製作所
株式会社丸広百貨店
株式会社武蔵野銀行
望月印刷株式会社
株式会社八木橋

●埼玉県知事表彰（児童・青少年育成功労賞）を受賞されました

　長年にわたり、蓮田市青少年育成推進員連絡会代表として、地域において児童・青少年の健全育成に尽力されて
きた𧦴藤久惠氏がその功績を認められ、埼玉県知事表彰を受賞されました。表彰式は、11月14日(土)、埼玉会館(さ
いたま市)で開催されました。

●「埼玉・教育の日」ふれあい賞を受賞されました　　

　「青少年を地域で守り育てる」を合言葉に、地域・学校・家庭をつなぐ青少年育成ボランティアとして長年にわ
たり尽力されてきた「春日部市青少年育成推進員協議会」がその功績を認められ、「埼玉・教育の日」ふれあい賞
を受賞されました。

感謝状贈呈の様子

優良青少年団体賞及び青少年育成功労賞（団体）
を受賞された皆様

青少年育成功労賞（個人）を受賞された皆様

表彰式の様子は
こちら



　詳細はそれぞれのQRコードから御覧いただけます。
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●令和２年度「家庭の日」ポスターコンクールを開催しました

　埼玉県、埼玉県教育委員会及び青少年育成埼玉県民会議では家族みんなが温かくふれあう日として、毎月第３日
曜日を「家庭の日」と定め、普及・啓発を図っています。　
　その一環として、平成５年度から「家庭の日」ポスターコンクールを実施しています。このコンクールは、親子や
家族のふれあいをテーマにしたポスターを小・中学生から募集し、広く展示することにより、より良い家庭環境づく
りについて県民の自覚を高め、家庭や地域社会の持つ機能を再認識してもらうことを目的としています。
　今年度は、小学生の部、中学生の部合わせて7,457点の応募があり、厳正な審査の結果、入賞・入選・特別賞作
品(全50点)が選ばれました。
　なお、入賞・入選の作品を集めた作品集は、県民会議のホームページから御覧いただけます。

最優秀賞　中学生の部　矢澤史哉さん集合写真 最優秀賞　小学生の部　益子美海さん

●小学生の部	 （敬称略）
賞 学　校　名 氏　　名 題　　　名

最優秀賞 三郷市立前谷小学校 益子　美海 自しゅく期間は家族が先生
優秀賞 春日部市立上沖小学校 佐々木　心菜 家庭の日
優良賞 狭山市立御狩場小学校 押野　倫大 みんなでダムを見にいったよ
優良賞 飯能市立飯能第一小学校 細田　葉月 家族で花火大会

●中学生の部
賞 学　校　名 氏　　名 題　　　名

最優秀賞 桶川市立桶川西中学校 矢澤　史哉 気球の前でハイポーズ！
優秀賞 川越市立川越第一中学校 宮田　深央 心の中まで温かい
優良賞 上尾市立西中学校 石塚　美月 家族と行ったひまわり畑
優良賞 桶川市立桶川中学校 宗行　環奈 墓参り

●特別賞
賞 学　校　名 氏　　名 題　　　名

「ポジティブネット　YMCA」特別賞 美里町立東児玉小学校 藤澤　芽生菜 思い出たくさん、家庭の日
「埼玉県美術教育連盟」特別賞 川口市立元郷南小学校 山本　彩葉 みんなで水あそび

「テレビ埼玉」特別賞 吉川市立東中学校 鯉渕　ひまり Dance at stayhome！

令和２年度「家庭の日」ポスターコンクール審査結果表

作品集・表彰式の
様子等はこちら

賞 学　校　名 氏　　名
入選(特別賞) 美里町立東児玉小学校 藤澤　芽生菜
入選(特別賞) 川口市立元郷南小学校 山本　彩葉

入選 三郷市立桜小学校 青野　結心
入選 春日部市立武里小学校 浅香　律祈
入選 蓮田市立黒浜小学校 生島　有乃
入選 三郷市立新和小学校 岩佐　龍希
入選 三郷市立早稲田小学校 岡崎　勇士
入選 春日部市立幸松小学校 岡田　一華
入選 行田市立西小学校 粕田　真央
入選 三郷市立瑞木小学校 加藤　千楓
入選 桶川市立桶川西小学校 岸　　琴音
入選 狭山市立入間川東小学校 桐山　詩音
入選 飯能市立富士見小学校 小金井　玲菜
入選 川口市立仲町小学校 小林　祐稀
入選 三郷市立彦成小学校 齋藤　　蕾
入選 飯能市立双柳小学校 佐々木　由衣

賞 学　校　名 氏　　名
入選 伊奈町立小針小学校 佐藤　実礼
入選 行田市立西小学校 島村　心陽
入選 狭山市立堀兼小学校 白倉　　晴
入選 伊奈町立小室小学校 白坂　華悠
入選 三郷市立新和小学校 鈴木　にこ
入選 吉川市立旭小学校 鈴木　隆聖
入選 伊奈町立小針小学校 田部井　和奏
入選 三郷市立鷹野小学校 塚本　珠子
入選 三郷市立前間小学校 中泉　心絆
入選 吉川市立吉川小学校 長島　　麗
入選 三郷市立彦成小学校 長谷　伸孝
入選 三郷市立新和小学校 庭田　菜々子
入選 三郷市立前谷小学校 松井　綾音
入選 川口市立神根小学校 三本　光織
入選 飯能市立美杉台小学校 森井　郁帆
入選 川口市立十二月田小学校 吉田　壮甫

●小学生の部（入選32点）	 （敬称略）

賞 学　校　名 氏　　名
入選(特別賞) 吉川市立東中学校 鯉渕　ひまり

入選 飯能市立飯能第一中学校 小坂　　紬
入選 吉川市立東中学校 滝沢　天利
入選 飯能市立飯能第一中学校 只木　郁乃
入選 さいたま市立春里中学校 成澤　雛代

賞 学　校　名 氏　　名
入選 草加市立瀬崎中学校 福本　菜々子
入選 白岡市立白岡中学校 細井　優衣
入選 川越市立東中学校 三上　大喜
入選 東松山市立南中学校 山口　葵生
入選 羽生市立南中学校 吉成　勇人

●中学生の部（入選10点）	 （敬称略）



　詳細はそれぞれのQRコードから御覧いただけます。
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●非行防止・健全育成の啓発活動を行っています

　青少年育成埼玉県民会議では、９団体に協賛いただき、主に中
学生・高校生を対象にした健全育成リーフレット「今の自分を大
切にしよう」を44万部作成し、７月に県内全ての中学生・高校生、
保護者、教育関係者及び青少年行政関係者等に配布しました。リー
フレットは、インターネット（スマートフォン）に潜む危険につい
て注意喚起するとともに、飲酒・喫煙・深夜徘徊やJKビジネス
などについて啓発する内容となっています。

●啓発ビデオを貸し出ししています

　青少年育成埼玉県民会議では、研修会等で御使用いただける
DVDを貸出ししています。DVDのタイトル一覧や申込様式等は、
ホームページを御確認ください。

●「子供安全見守り講座-子どものスマートフォン等利用に関する啓発講座-」を開催しています（無料）

　埼玉県では子供たちがインターネットを適正に利用できる力を
身に付けるとともに、保護者が子供のネット利用を見守り指導で
きるようにすることを目的に、ネットアドバイザーを学校や団体
等の要請に基づき派遣する「子供安全見守り講座」を開催してい
ます。ぜひ御活用ください。

●「夢を見つける！リアル体験教室」を開催しました

　埼玉県と共催で「夢を見つける！リアル体験教室」を開催しま
した。埼玉ゆかりの企業、学校等の御協力により、ロボット工学
の研究者や保育士などの職業体験を通じて子供たちの将来の夢の
発見、実現を支援しました。

●埼玉県推奨図書が選ばれました（ぜひ、お読みください）

　埼玉県では青少年の健全育成を図るために、特に優良と認められる図書を埼玉県優良図書として推奨しています。
今年度も、県民の皆様や出版社から推薦された図書の中から30冊を推奨しました。

「ながーい�はなで�なにするの」
副音感書店

【乳幼児向け】

�「トクベツな日」
HP研究所　

【小学生高学年向け】

「いただきますレストラん」
みらいパブリッシング

【小学生低学年向け】

「アドリブ」
あすなろ書房

【中学生向け】

「キセキのスパゲッティー」
フルーベル館

【小学生中学年向け】

「目を見て話せない」
KADOKAWA

【高校・青年向け】

４月23日「子ども読書の日」・10月27日～11月９日「読書週間」
11月１日～11月７日「彩の国教育週間」

フラワーデザイナーになりたい

これくらいは

　大丈夫？

いいえ！ 絶対やってはダメ！埼玉県マスコット
「コバトン」

◆  問題のないアルバイト先に見せ
かけて、働かせようとします。

◆  児童買春等の被害にあってし
まうことが目立っており、軽い
気持ちで関わることは大変危
険です。

薬物・ドラッグ

特殊詐欺

飲酒・喫煙・

深夜徘徊

◆  「一度だけ」と思っても、やめられなくなり、健康に重大な
影響を与えます。

◆  薬物（覚せい剤、ＭＤＭＡ、コカイン、危険ドラッグ、大麻等）
欲しさに犯罪に手を染めてしまいます。

◆  未成年の飲酒・喫煙は、成長段
階にある心身に悪影響を及ぼ
すことから、法律で禁止されて
います。(将来、生活習慣病の
危険性も高まります)

◆  夜遊び、深夜徘徊には様々な危
険が潜んでいます。(暴力や恐
喝被害。また、性的被害や非行
グループに誘われる危険など)

◆  特殊詐欺で検挙される青少年
が増えています。怪しいと思っ
たら絶対に断りましょう。

◆  「簡単に稼げるバイトがある」
など甘い言葉で誘ってきます。

◆  荷物を受け取る（受け子）だけ
で犯罪です。

保護者の皆様へ
⃝�子供にスマートフォンを使
わせる際には、見守りと
フィルタリングの設定を！

⃝�スマートフォンの使い方に
ついて、家庭でルールを作
りましょう。

令和元年中の補導件数は
21,099件、半数以上は
深夜徘徊（12,174件）

※埼玉県警察調べ

※�　青少年の深夜外出（23：00
～翌４：00）は埼玉県青少年
健全育成条例により制限され
ています。
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「さいたまっち」
埼玉県マスコット

JKビジネス

インターネット
トラブル 

◆  悪口や個人情報は絶対に
書かない。一度書き込むと
情報が拡散され、全てを削
除することは困難です。

◆  ネット上で知り合った人
とは会わない。誘拐等の犯
罪に巻き込まれる事件が
急増。

◆  SNSで裸などの自画像を
送ってはダメ。トラブルの
際は一人で悩まずに家族
や先生に相談しましょう。

JKビジネスとは
　女子高校生等によるマッサージ、会話やゲームを楽しませる
等の接客サービスをする営業のこと。

特殊詐欺とは
　電話等の通信手段を用いて、預貯金通帳への振り込み等で、
現金をだまし取る詐欺。振り込め詐欺（オレオレ詐欺、架空請
求詐欺）等のこと。

※�　埼玉県青少年健全育成条例により、女子高校生等を「JKビジネス」で働か
せることなどが禁止されています。※　�平成31年３月から埼玉県特殊詐欺撲滅条例が施行されています。

（お問合せ先）

埼玉県 県民生活部 青少年課
電話：048－830－2907　FAX：048－830－4754

本リーフレット制作に協賛をいただいた団体
⃝ （一社）日本アミューズメント産業協会
⃝ 生活衛生同業組合　埼玉県映画協会
⃝ 埼玉県カラオケ業防犯協力会 ⃝ 埼玉県小売酒販組合連合会
⃝ 埼玉県たばこ商業協同組合連合会 ⃝ 埼玉県販売防犯連絡協議会
⃝ 埼玉県ボウリング場協会 ⃝ 埼玉県薬事団体連合会
⃝ 埼玉県書店商業組合

彩の国 埼玉県

詳しく知りたい方は 　検索埼玉県　青少年課

非行電話相談
NPO法人非行克服支援センター

03- 5348- 7699（埼玉県民は無料）
火、水、木（祝日・年末年始を除く）14：00～20：00

どんなことでも
子どもスマイルネット（埼玉県）

048-822- 7007
毎日（祝日・年末年始を除く）10：30~18：00

いじめ、不登校、学校生活
よい子の電話教育相談

（県立総合教育センター）

#7300又は0120-86-3192（子供用）
048-556- 0874（保護者用）
毎日24時間

子どもの人権
子どもの人権110番（法務局）

0120-007-110
平日8：30~17：15

覚せい剤、大麻、麻薬の相談
（公財）埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

048-822- 4970
平日8：30~17：15

性暴力等犯罪被害の相談
アイリスホットライン（埼玉県）

048-839- 8341
毎日24時間

ネットいじめ、ネットトラブルの通報窓口
埼玉県教育委員会

https://www.pref.saitama.lg.jp/
f2209/ijime/netpat.html

ネット上の誹謗中傷の対応や削除申請等の相談
違法・有害情報相談センター https://www.ihaho.jp/

心の健康の相談
埼玉県こころの電話

048-723- 1447
平日（祝日・年末年始を除く）９：00~17：00
※ 　さいたま市の方は「さいたま市こころ

の電話048-762-8554（平日（祝日・年末年
始を除く）９：00~16：00）」へ

おもいがけない妊娠など
にんしんSOS埼玉

050-3134- 3100
毎日16：00~23：00
メール相談　https://sos.saitama.jp/

児童虐待に関する相談、通報
児童相談所全国共通ダイヤル １

いち

８
はや

９
く

犯罪被害に関すること 近くの警察署または交番

非行、家出、いじめなどの少年問題
埼玉県警察少年サポートセンター

048-865- 4152（保護者用）
048-861- 1152（少年用）
月~金（祝日・年末年始を除く）８：30~17：15
※　面接相談は要予約

困った時の 相談窓口

埼玉県・埼玉県教育委員会・埼玉県警察本部

青少年育成埼玉県民会議

未来を担う君たちへ

皆さんが成長するにつれ、様々なことに興味を持ち、
  社会との関わりが増え、世界が広がっていくことでしょう。

　しかし、一見、安全で楽しそうに見えても
大変危険なことがあります。

あなた自身のため、あなたを信じる人のために、

自分を大切にしてください。

今の自分を

大切にしよう

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら
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埼玉県信用金庫協会（〒333-0851　埼玉県川口市芝新町7－5　TEL：048-265-1999）

　当協会は、埼玉県内に主たる事務所を有する４信用金庫（埼玉縣、川口、青木、飯能）を
もって組織し、会員の健全な発展を期し、併せて相互の共同の利益を増進することを目的と
して活動しています。
　活動の一環として、金庫役職員による献血や募金活動を実施するほか、各金庫それぞれで、
金融経済教育の普及や特殊詐欺被害防止のための講習などにも取り組んでいます。
　私たち、彩の国４信用金庫223店舗は、地域と共に歩む金融機関として、「Face�to�Face
のお付き合い」をモットーに埼玉県に暮らす皆様の笑顔と明るい未来を全力で応援します。

埼玉県信用金庫協会（〒333-0851　埼玉県川口市芝新町7－5　TEL：048-265-1999）

　当協会は、埼玉県内に主たる事務所を有する４信用金庫（埼玉縣、
川口、青木、飯能）をもって組織し、会員の健全な発展を期し、併
せて相互の共同の利益を増進することを目的として活動しています。
　活動の一環として、金庫役職員による献血や募金活動を実施する
ほか、各金庫それぞれで、金融経済教育の普及や特殊詐欺被害防止
のための講習などにも取り組んでいます。
　私たち、彩の国４信用金庫223店舗は、地域と共に歩む金融機関
として、「Face�to�Faceのお付き合い」をモットーに埼玉県に暮ら
す皆様の笑顔と明るい未来を全力で応援します。

青少年育成埼玉県民会議の会員様の活動を紹介します

令和２年度 賛助会員の皆様
青少年育成埼玉県民会議は、次代を担う青少年の健全育成のために

企業・団体の皆様に賛助会員として御協力いただいています。（五十音順）

【賛助会員】� �法人又は団体　年額一口� 10,000円�（一口以上）
� 個　人　　　　年額一口� 3,000円
【申込み・問合せ先】　�青少年育成埼玉県民会議事務局（埼玉県県民生活部青少年課内）
　　　　　　　　　　〒330ー9301　さいたま市浦和区高砂3ー15ー1
　　　　　　　　　　TEL：048（830）2912　　FAX：048（830）4754

　青少年育成埼玉県民会議は、広く県民の皆様の御協力をいただき、次代を担う青少
年の健全育成を図るため、様々な事業を展開しています。青少年の健全育成に御関心
のある皆様におかれましては、是非、賛助会員として御入会いただきたく、お願い申
し上げます。

会員
紹介

賛助会員の
取組事例はこちら

赤城乳業㈱
アルディージャ後援会
㈱イワコー　
浦和北ロータリークラブ　

（株）エフエムナックファイブ　
化研興業㈱　
カネパッケージ㈱
関東自動車㈱　
関東信越税理士会埼玉県支部連合会
㈱コア　
㈱サイサン
(学) 埼玉医科大学　
埼玉県小売酒販組合連合会　
埼玉縣信用金庫

生活衛生同業組合埼玉県映画協会　
生活協同組合コープみらい
たつみ印刷（株）　
㈲つじ　
テクノデザイン工業(株)　
㈱テレビ埼玉　
東洋パーツ㈱　
㈱東和銀行
中沢乳業㈱
(学)日本工業大学
日本生命保険相互会社さいたま支社　

（株）日本標準統合物流センター　
㈱ハイデイ日高
羽石電氣工業（株）　

埼玉県信用金庫協会　
（公社）埼玉県農林公社　
埼玉県ボウリング場協会  
㈱埼玉シミズ
㈱埼玉新聞社　
埼玉信用組合　
埼玉トヨペット㈱　
埼玉ホーチキ㈱
㈱埼玉りそな銀行　
三州製菓㈱　
三輪精機㈱　
㈱篠塚製作所　
㈱秀飯舎　
(学)城西大学　

Humming Bird未来基金
東日本電信電話㈱　埼玉事業部
平田精工ジャパン(株)　
㈱広野　
富士ゼロックス埼玉㈱
本田技研工業（株）埼玉製作所　
増幸産業㈱　
みはし㈱　
㈱武蔵野銀行　
望月印刷㈱　
森乳業㈱
㈱八木橋 

振り込め詐欺被害防止講習会

　　　　　　　　　　（〒331-8686　埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目282-3　TEL：048-795-9930）

　埼玉新聞社では、県内唯一の地元新聞として、小中学生の学校活
動やスポーツ活動の結果を多く記事にしています。県と埼玉新聞社
が共催で展開する、小学生がつくる環境新聞コンクール「ジュニア・
エコタイムス」は今年で24年目を迎えます。子どもたちが身近に
ある環境問題に気づき、解決するために行動を起こすことを目的に
しています。昨年度は3,165人の小学生が参加。学校の授業をまと
めたり、地域の方に話を聞いたり、図書館やインターネットで調べ
たりして、環境問題をさまざまな視点でとらえた新聞が小学生記者
たちの手で作られます。優秀な作品を表彰し、埼玉新聞紙上で紹介
するほか、入賞者の在籍する学校・団体に環境学習の助成をしてい
ます。

ジュニア・エコタイムス


