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（小学生の部）最優秀賞 　「我が家は オリンピック応援団」
三郷市立前谷小学校　益子　美海さん

優良賞
「キャンプ場で
ポップコーンパーティー」
三郷市立新和小学校
菅原　あおいさん

「株式会社イワコー」特別賞
「スイカわり」

さいたま市立大久保東小学校
塩野入　柚希さん

「テレ玉」特別賞
「夜空の花火�きれいだな」
三郷市立幸房小学校
𠮷田　妃香俐さん

「埼玉県美術教育連盟」特別賞
「かぞくでじょうききかんしゃにのったよ」
飯能市立精明小学校
鎌田　悠生さん

（中学生の部）優秀賞
「大好きな家族との時間」
川越市立川越第一中学校　

櫻井　陽斗さん

（小学生の部）優秀賞
「夕方の楽しみ」
狭山市立入間川東小学校
米川　六花さん

優良賞
「家族と楽しいトランプ大会」
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（中学生の部）最優秀賞 　「おいしいかき氷」
上尾市立大谷中学校　加藤　まいこさん

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」



　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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●第３期青少年育成推進団体が委嘱されました

　青少年育成推進団体は、各市町村民会議等からの推薦を受けて青少
年育成埼玉県民会議が委嘱する「地域の青少年育成ボランティア団体」
です。
　青少年育成推進団体はあいさつ・見守り活動や非行防止パトロール、
学校訪問等、地域において様々な青少年健全育成のための活動を行っ
ています。
　令和３年４月19日（月）、埼玉会館 (さいたま市）において第３期青
少年育成推進団体委嘱式を開催しました。委嘱式後に開催した全体研
修会では、アクティブ・シティズンシップ研究所代表・昭和女子大学
コミュニティサービスラーニングセンター顧問の興梠 寛氏を講師に
迎え、「子どもを育む『縁』を結ぶ」と題した講演を行いました。講
師からは、「意味ある自分（これからも生きていくことに意味があると
思える自分）との出会いは意味ある他者（自分をかけがえのない存在と
して必要としてくれる人・まち・地球）との出会いからはじまる。地
域において、自分は他者から必要とされていると体感できる活動の場
が重要である。」とお話しいただきました。

●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４年２月８日(火)、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オンラ
インで開催しました。会議では、今日、複雑化・多様化している子供たちの問題に対し大人たちが
どう関わるべきかという観点から、(株)コマームの西畑良俊氏、埼玉県ネットアドバイザーを務め
る茂木美紀氏を講師に迎え、それぞれ「『いのち』を育む関わり方」、「これからの子供たちに大人
ができること～インターネットとの関わり方について～」と題した講演を行いました。

委嘱状の交付

研修会

推進団体の
詳細はこちら

第３期青少年育成推進団体一覧
市町村名 団体名 市町村名 団体名

1 さいたま市 青少年育成さいたま市民会議補導委員会 33 川島町 川島町青少年育成推進員協議会
2 川口市 川口市青少年育成推進員協議会 34 吉見町 吉見町青少年相談員協議会
3 蕨市 蕨市少年センター補導員会 35 鳩山町 鳩山町青少年問題協議会
4 戸田市 戸田市青少年育成市民会議 36 ときがわ町 ときがわ町青少年相談員協議会
5 朝霞市 青少年育成推進員朝霞市連絡会 37 東秩父村 東秩父村青少年育成推進員協議会
6 志木市 志木市青少年育成推進員会 38 所沢市 所沢市青少年育成推進員協議会
7 和光市 和光市青少年育成推進員会 39 飯能市 飯能市青少年育成推進員会
8 新座市 新座市青少年育成推進員会 40 狭山市 狭山市青少年育成推進員会
9 富士見市 富士見市青少年育成推進員の会 41 入間市 入間市青少年健全育成推進協議会

10 ふじみ野市 ふじみ野市地域青少年指導員連絡協議会 42 日高市 日高市青少年育成推進員会
11 三芳町 三芳町青少年育成推進団体 43 行田市 行田市青少年育成推進員協議会
12 春日部市 春日部市青少年育成推進員協議会 44 加須市 加須市青少年育成推進員協議会
13 草加市 草加市青少年育成推進委員会 45 羽生市 羽生市青少年育成推進員協議会
14 越谷市 越谷市青少年育成推進委員協議会 46 久喜市 久喜市青少年育成市民会議
15 八潮市 八潮市青少年育成推進員協議会 47 久喜市（菖蒲）久喜市菖蒲地区青少年育成推進員連絡会
16 三郷市 三郷市青少年育成推進委員協議会 48 蓮田市 蓮田市青少年育成推進員連絡会
17 吉川市 吉川市青少年育成推進員協議会 49 幸手市 幸手市青少年育成推進員協議会
18 松伏町 松伏町青少年健全育成協議会 50 宮代町 宮代町青少年育成推進連絡会
19 鴻巣市 鴻巣市青少年育成推進員協議会 51 白岡市 白岡市青少年育成推進員会
20 上尾市 上尾市青少年育成推進員協議会 52 杉戸町 杉戸町青少年育成推進員協議会
21 桶川市 桶川市巡回指導員 53 熊谷市 熊谷市青少年健全育成市民会議
22 北本市 北本市青少年育成市民会議 54 深谷市 深谷市子どもサポート市民会議 青少年育成推進部会
23 伊奈町 伊奈町地域ぐるみ青少年健全育成推進協議会 55 寄居町 寄居中学校区児童生徒健全育成協議会
24 川越市 川越市青少年を育てる市民会議 56 本庄市 本庄市青少年育成推進員連絡会
25 坂戸市 坂戸市青少年育成推進員会議 57 美里町 美里町青少年育成推進員協議会
26 鶴ケ島市 鶴ヶ島市青少年健全育成連絡協議会 58 神川町 神川町青少年育成推進員協議会
27 毛呂山町 毛呂山町青少年を見守る会 59 上里町 上里町青少年育成推進員会
28 越生町 越生町青少年育成推進員協議会 60 秩父市 秩父市青少年育成推進員協議会
29 東松山市 東松山市青少年育成推進員会 61 横瀬町 横瀬町民生委員・児童委員協議会
30 滑川町 滑川町青少年育成推進員連絡会 62 皆野町 皆野町青少年相談員協議会
31 嵐山町 嵐山町青少年健全育成委員会 63 長瀞町 長瀞町青少年育成推進員協議会
32 小川町 小川町青少年補導委員会 64 小鹿野町 小鹿野町青少年育成推進員協議会



　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

入間市青少年健全育成推進協議会の取組 　

　入間市青少年健全育成推進協議会では、非行防止パトロール
やあいさつ運動をはじめ様々な活動を行っています。あいさつ
運動に関しては、市内の中学生に標語を募集し、選考された作
品を市の広報誌に毎月掲載しています。また、地区によっては
地域のスポーツクラブの子供たちを中学校の校庭に招いて、部
活動に所属している中学生と一緒にプレーを楽しんでもらった
り、川の土手の除草作業を行ったり、街路花壇に花を植えるな
ど、地域の方々とも協力しながら様々な活動をしています。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により事業が中止となる
中、今後も活動を継続していけるよう方法を模索し、活動に取
り組んでまいります。

●県民活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。

青少年育成秩父市民会議の取組

　夏季休業期間中の小学生を対象に、「夏休み子ども公民
館」として、青少年育成秩父市民会議と秩父市中央公民館
共催で「陶芸教室」と「箸づくり教室」を開催しました。

「陶芸教室」には10名、「箸づくり教室」には18名の小学
生が参加し、楽しく活動する様子がうかがえました。特に

「箸づくり教室」は今回初めての企画でしたが、申し込み
者が定員を超えるほどの人気ぶりでした。出来上がった作
品はどれも力作ぞろいで、子供たちにとって素敵な思い出
をつくることができたと思います。子供向けの講座を開設
することで、地域の活動拠点である「公民館」をより身近
に感じてもらい、体験活動を通じて次代を担う子供の健全
育成を図ることができました。

●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１日(月)には、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。 いじめ撲滅キャンペーン

教室の様子

花壇に花を植える様子

県民運動の
詳細はこちら
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●「令和３年度少年の主張埼玉県大会」を開催しました

　令和３年８月22日（日）、さいたま共済会館（さいたま市）にて「令和３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・一般の部の３部門合わせて29,854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、自身の経験を通して培った考えや将来の夢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アウク ナナ エルシーさんを第43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。

令和３年度少年の主張埼玉県大会　結果表
●小学生の部 （敬称略）

賞 学　校　名 学年 氏　　名 題　　　名
最優秀賞 三郷市立彦成小学校 ６ 岡本　希星 「人」と「ＡＩ」の新たなつながり
優秀賞 三郷市立丹後小学校 ５ 佐藤　由梛 もったいないね
優良賞 加須市立三俣小学校 ６ 今泉　匠翔 地域の宝「浮野の里」の保全
優良賞 さいたま市立下落合小学校 ６ 橋本　唯 子の心　親知らず
優良賞 春日部市立正善小学校 ５ 間中　玖紅菜「男女平等」わたしのぎ問

●中学生の部
賞 学　校　名 学年 氏　　名 題　　　名

最優秀賞 三郷市立北中学校 １ アウク ナナ エルシー 「普通」が人を傷つける
優秀賞 加須市立加須東中学校 ３ 金城　琉花 生活しやすい社会を目指して
優良賞 行田市立西中学校 １ 荻島　優太 祖父が教えてくれたこと
優良賞 三郷市立前川中学校 ３ 中村　岬太 命の大切さ
優良賞 草加市立両新田中学校 ３ 山岸　美心 命の大切さ

●高校生・一般の部　
賞 学　校　名 学年 氏　　名 題　　　名

最優秀賞 埼玉県立草加南高等学校 ３ 鈴木　旺志 17歳の私が今伝えたいこと
優秀賞 埼玉県立鴻巣女子高等学校 １ 髙橋　瑞希 今を大切に
優良賞 さいたま市立浦和高等学校 ３ 秋江　真希 これからの学校像
優良賞 埼玉県立草加高等学校 ２ 古守　未来 誹謗中傷を無くすために
優良賞 埼玉県立熊谷女子高等学校 １ 坂本　らら 将来の夢

●特別賞
賞 学　校　名 学年 氏　　名 題　　　名

「Humming　Bird未来基金」特別賞 草加市立両新田中学校 3 山岸　美心 命の大切さ
「ポジティブネット　ＹＭＣＡ」特別賞 三郷市立前川中学校 3 中村　岬太 命の大切さ
「ＷＡＴＡＢＯＫＵ」特別賞 三郷市立丹後小学校 5 佐藤　由梛 もったいないね
「埼玉キワニスクラブ」特別賞 三郷市立北中学校 1 アウク ナナ エルシー 「普通」が人を傷つける

「輝け・明るく・裕（ゆたか）に」特別賞 埼玉県立鴻巣女子高等学校 1 髙橋　瑞希 今を大切に
「Next Action　埼玉りそな銀行」特別賞 加須市立加須東中学校 3 金城　琉花 生活しやすい社会を目指して
「埼玉新聞社」特別賞 埼玉県立草加高等学校 2 古守　未来 誹謗中傷を無くすために

中学生の部最優秀賞　アウク　ナナ　エルシーさん 受賞された方々
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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●令和３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11月28日（日）、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
　草加警察署少年柔道教室（草加市）
　
◎ 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
　秋山　太一郎（桶川市）
　大泉　久子（和光市）
　小長谷　紀子（さいたま市）
　関根　文雄（久喜市）

高崎　ま里子（本庄市）
田中　映子（坂戸市）
鶴谷　千法（さいたま市）
中島　慎一（越谷市）

細井　京逸（さいたま市）
吉田　洋子（桶川市）

 
◎ 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
　越谷市販売防犯連絡協議会（越谷市）
　青少年育成吉川市民会議（吉川市）

●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、羽生市青少年育成推進員協議会監事及び代表として、地域において児童・青少年の健全育成に尽
力されてきた木村 眞佐子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16日(火)、
埼玉会館(さいたま市)で開催されました。

●「埼玉・教育ふれあい賞」を受賞されました

　長年にわたり、上尾市において、大型紙芝居の作成など青少年に優れた文化を普及する活動や、有害環境の浄化
活動などを通じて、地域における青少年の健全育成に大きく貢献してきた「上尾市青少年育成推進員協議会」がそ
の功績を認められ、「埼玉・教育ふれあい賞」を受賞されました。

表彰された方々
表彰式の様子は

こちら

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３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実施しています。
　今年度は、小学生の部、中学生の部合わせて7,592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。

●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 我が家は　オリンピック応援団
優秀賞 狭山市立入間川東小学校 米川　六花 夕方の楽しみ
優良賞 飯能市立飯能第一小学校 木﨑　優来 家族と楽しいトランプ大会
優良賞 三郷市立新和小学校 菅原　あおい キャンプ場でポップコーンパーティー

●中学生の部
賞 学　校　名 氏　　名 題　　　名

最優秀賞 上尾市立大谷中学校 加藤　まいこ おいしいかき氷
優秀賞 川越市立川越第一中学校 櫻井　陽斗 大好きな家族との時間
優良賞 上尾市立南中学校 永田　朱莉 身長伸びたよ
優良賞 越谷市立千間台中学校 平井　　海 家族

●特別賞
賞 学　校　名 氏　　名 題　　　名

「株式会社イワコー」特別賞 さいたま市立大久保東小学校 塩野入　柚希 スイカわり
「埼玉県映画協会」特別賞 飯能市立飯能第一中学校 只木　郁乃 みんなで楽しく

「埼玉県美術教育連盟」特別賞 飯能市立精明小学校 鎌田　悠生 かぞくでじょうききかんしゃにのったよ
「テレ玉」特別賞 三郷市立幸房小学校 𠮷田　妃香俐 夜空の花火　きれいだな

令和３年度「家庭の日」ポスターコンクール審査結果表

賞 学　校　名 氏　　名
入選（特別賞） 飯能市立精明小学校 鎌田　悠生
入選（特別賞） さいたま市立大久保東小学校 塩野入　柚希
入選（特別賞） 三郷市立幸房小学校 𠮷田　妃香俐

入選 三郷市立丹後小学校 足利　心春
入選 川越市立霞ヶ関小学校 安齊　　暖
入選 川越市立霞ヶ関小学校 石川　琢眞
入選 鶴ヶ島市立栄小学校 一瀬　比良莉
入選 川島町立中山小学校 馬橋　美有
入選 鴻巣市立小谷小学校 江原　杏莉
入選 飯能市立双柳小学校 小川　こころ
入選 嵐山町立志賀小学校 神山　春乃
入選 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校 サラク クロウィー メイ
入選 深谷市立花園小学校 杉山　朱里
入選 狭山市立富士見小学校 鈴木　あいま
入選 春日部市立上沖小学校 髙岡　真悠
入選 春日部市立備後小学校 髙山　祐誠
入選 日高市立高麗川小学校 武市　和真
入選 三郷市立彦郷小学校 武下　　結

賞 学　校　名 氏　　名
入選 新座市立八石小学校 竹田　康成
入選 飯能市立加治小学校 田辺　涼介
入選 三郷市立丹後小学校 永井　芳宙
入選 三郷市立丹後小学校 中島　　哩
入選 三郷市立幸房小学校 春山　一華
入選 春日部市立川辺小学校 藤元　ちか
入選 北本市立西小学校 細岡　怜央
入選 伊奈町立小針小学校 孫本　昊駕
入選 川島町立中山小学校 丸山　千歳
入選 新座市立野寺小学校 三ヶ島　暖真
入選 熊谷市立佐谷田小学校 八木原　成音
入選 三郷市立八木郷小学校 山崎　愛奈
入選 杉戸町立杉戸第二小学校 湯本　望愛
入選 三郷市立立花小学校 叶　　梦辰
入選 上尾市立西小学校 米山　晴貴
入選 伊奈町立南小学校 渡邉　颯希
入選 伊奈町立小針北小学校 渡辺　優衣

●小学生の部（入選35点） （敬称略）

賞 学　校　名 氏　　名
入選(特別賞) 飯能市立飯能第一中学校 只木　郁乃

入選 行田市立西中学校 大嶋　あやか
入選 久喜市立鷲宮東中学校 大森　達将
入選 坂戸市立桜中学校 小菅　彩花

賞 学　校　名 氏　　名
入選 三郷市立前川中学校 坂井　唯愛
入選 飯能市立飯能西中学校 林　　香晴
入選 寄居町立男衾中学校 村上　　彩

●中学生の部（入選７点） （敬称略）

最優秀賞�中学生の部�加藤�まいこさん表彰された方々 最優秀賞�小学生の部�益子�美海さん
作品集・表彰式の
様子等はこちら



　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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●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、インターネットトラブルについて注意喚起するとと
もに、飲酒・喫煙・深夜俳諧や特殊詐欺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Ｄ
ＶＤを貸出ししています。ＤＶＤのタイトル一覧や申込様式等は、
ＨＰを御確認ください。

●「子供安全見守り講座-子どもの携帯電話・スマートフォン等に関する啓発講座-」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。
　詳細は青少年課あてお問い合わせください。

●「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、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。

「こねこが�にゃあ」
福音館書店

「かなへび」
福音館書店

「チャーリー、こっちだよ」
ＢＬ出版

「ジャンプして、雪をつかめ!」
新日本出版社

「青春ノ帝国」
あすなろ書房

「ヨンケイ!!」
ポプラ社

【乳幼児向け】 【小学生高学年向け】【小学生低学年向け】 【中学生向け】【小学生中学年向け】 【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」

理容師・美容師になりたい

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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令和３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以下の

企業・団体に賛助会員として御協力いただいています。（50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。

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
㈱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
㈻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

生活協同組合コープみらい
たつみ印刷㈱
㈲つじ
㈱テレビ埼玉
東洋パーツ㈱
㈱東和銀行
中沢乳業㈱
㈻日本工業大学
日本生命保険相互会社さいたま支社
㈱日本標準統合物流センター
㈱ハイデイ日高
羽石電氣工業㈱
HummingBird未来基金
東日本電信電話㈱埼玉事業部

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㈱
㈱篠塚製作所
㈱秀飯舎
㈻城西大学
生活衛生同業組合埼玉県映画協会

平田精工ジャパン㈱
㈱広野
富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱埼玉支社
ベストセレクション㈱
本田技研工業㈱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

賛助会員の
取組事例はこちら

（〒340-0822　埼玉県八潮市大瀬184番地１　TEL：048-995-4099）

　イワコーは、かわいい立体の消しゴムを作っている会社です。四角だ
けではなく、もっと楽しい消しゴムがあってもよいのではないか、と思っ
たのがスタートでした。工場見学には、コロナ禍以前は毎年１万人以上
の方に来て頂いておりました。製造工程の見学や組立の体験等を行う中
で、次の事を強く子供達に伝えています。
１�，小さな事でもよいので１番になろう。いろいろな事に自信がつき、
もっと大きな１番につながります。
２�，目標を持つことが大切です。期限や目的を具体的に書き出し、常に
意識するようにしましょう。
　これからも私達は、世界中の子供達に消しゴムで笑顔になってもらう
ために一生懸命取り組んでまいります。

森乳業株式会社（〒361-8539　埼玉県行田市富士見町１-３-２　TEL：048-554-4139）

　弊社は1887年（明治20年）の創業以来、牛乳、加工乳、乳飲料を中心とした飲料製
品を通じて、「健康とおいしさ」をお届けすることで、お客様の健康な心とからだづく
りに貢献する企業を目指してまいりました。
　量販店をはじめ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、生協などに、毎日新鮮な
牛乳、乳飲料、果汁飲料、清涼飲料などを供給しています。その他に学校給食事業とし
て、埼玉県、東京都の小・中学校や学校給食センターへ日々約33万本供給しています。
1959年（昭和34年）から現在にいたるまで、牛乳をお届けすることで、子供たちの心
と体の栄養バランスの維持、さらには学校の食育に貢献しています。

青少年育成埼玉県民会議の会員様の活動を紹介します会員
紹介

おもしろ消しゴム


