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とちぎ市民活動推進センターくらら
●開館時間
月～土 10:00～21:00
日・祝 10:00～17:00
●休 館 日
水曜日・年末年始
〒328-0043

栃木市境町１９番３号駅前庁舎１F

Tel 0282-20-7131
E-mail

Fax0282-20-7132

kurara-tochigi@cc9.ne.jp

URL http://www.kurara-tochigi.org

■日時

平成２６年１月２９日（水）
１３：３０～１５：３０

■会場

栃木市皆川公民館

■対 象
市民・NPO・行政・協働に関心のある方
■定 員
100 名（定員になり次第〆切）
■参加費
無料
■申込み／問合せ とちぎ市民活動推進センターくらら
☎０２８２－２０－７１３１

「男女ともに同じ立場(イコール)で一緒に社会を創っていく」
宮城県仙台市を拠点に、男女共同参画を目指す団体の支援や女性の視点からみる防災・
災害復興対策に関する提言を行っている宗片恵美子さんにお話を伺います。

しもつかれさま！

↑くららのエリア長
川俣禎康さん

10 月 27 日（日）、栃木市総合運動公園で
『とちぎ協働まつり 2013』が開催されました。
10 回目を迎えた今年のテーマは「軌跡」！W 台風でハラハラドキ
ドキでしたが、当日は見事な秋晴れ！２万人の来場者で賑わいました。
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９日と１９日は、
-

くららに来て、みんなで話そ！
参加無料・予約不要・お気軽に！
第

15５回

報告

10 月 10 日（木）19:00～20:00 福田 法華さん（読み書き堂）

「本でつなぐ街とひと」
小さい頃から本が大好き少女の福田さんが、「本とまち」に興味を持ったのが、ANA の

日

程

機内で見かけた「王様と古本とボク」という北尾トロさんのエッセイでした。イギリスの
観覧料

古い町に旅人が訪れて古本屋めぐりを楽しむ、という内容に心ひかれました。その後、

11 月 16 日（土）～12 月 8 日（日）
9:00～17:00
※月曜休館
一般、大・高校生 300 円
小・中学生 100 円

「ブッククロッシング」
、
「一箱古本市」を知り、

関連イベント トークショー（押田雅治氏・柴田健一氏）

その魅力に目覚め、自分でも参加するようになりました。

／詩の朗読とハーモニカ演奏でつむぐ柴田トヨの世界
／路地裏散歩 詩人柴田トヨの住んだ町を歩く／映画
「くじけないで」上映会（11／28 18:00）
関連イベント申込み・問合せ 0282-20-1089（文化課）

2010 年、蔵の街美術館「昭和のレトロアート展」開催中の
関連イベント「楽古市」
（らっこいち）で初めて「一箱古本市」を
企画したところ、とても好評でした。それから映画祭などのまち

問合せ

☎0282-20-8228（美術館）

第3回

社会福祉法人イースターヴィレッジ
自立援助ホーム マルコの家

10 月 19 日（土）14:00～15:00 小田 文裕さん

「マルコの家の後援会のこと」

日

11 月 20 日（水）野木丸林西会館
11 月 23 日（土）道の駅思川 小山評定館
11 月 27 日（水）大平公民館
10:00～12:00
※託児あり
問合せ／申込み ☎0282-27-3072（名倉）

マルコの家のスタッフ野原さんと関口さんに、マルコの家ができた
経緯や、日常のようすなどを話していただきました。冬の朝、
暗いうちから自転車で仕事に向かう男の子。誕生日ケーキを一緒に
作る楽しそうな女の子などの映像を見ながら、本来なら家庭で安心
して育っているはずの年頃の子ども達が、仕事をし、家事をし、

時 11 月 10 日（日）10:15 開演
場 栃木市栃木文化会館小ホール
朗読者／朗読を楽しむ会メンバー18 名
クラリネット演奏／大野康雄氏
電子ピアノ演奏／大野かのこ氏
朗読指導／本多晋氏
入場無料
問合せ ☎090-5550-8410
栃木市市民活動推進事業“とちぎ夢ファーレ”

なかイベントでも実施しています。皆さんぜひご参加ください！
第 15６回

日
会

市民講座

時

♣講 師 小田和枝氏
♣日 時 11 月 16 日（土）14:00～16:00
♣会 場 ゆうゆうプラザ（栃木市大平町）
♣入場無料

自立しなければならない現実の厳しさが伝わってきました。こういった自立
援助ホーム（さまざまな理由で、家庭からの支援が受けられない 15 歳～20 歳までの
子ども達の社会自立を支援する施設）は全国に約 100 ヶ所（来年は 160

ヶ所に増える見込み）あるそうです。公的な援助は一ヶ月 10,340 円
／1 名。常に運営はきびしく、周囲の方々の温かい理解と支援が欠かせ
ません。賛助会員のパンフレットはくららにもあります。米、野菜、
日用品（洗面用具、洗剤など）の寄付は本当に助かるそうです。皆様のご協力よろしくお願いします。

くららで話そ！ これからの予定

■日

時

11 月 24 日（日）
①10:00 ②13:00 ③15:30

■会 場 ゆうゆうプラザ（栃木市大平町）
■チケット 前売 600 円
当日 1,000 円
■問合せ ☎0282-51-2178（栃木障害者の自立をめざす会）

9 日（土）14:00～15:00

■11 月 19 日（火）14:00～15:00

昭和 45 年 3 年 7 組「栃高生白書をもう一度」
茶話サロン“なでしこ”鮎田洋子さん

「6 月から西方町で始めた、地域の高齢者の茶話サロンのお話」
■12 月

9 日（月）13:30～15:00

■12 月 19 日（木）15:00～17:00
■2014 年

1月

お待ちして
います！

「約束」の上映を終えて
ウシさん「バル～ンでクリスマスリース作り」

9 日（木）11:00～13:00

新春恒例 おしるこ大会

※くららでは市民活動団体の登録を随時受け付けています。
登録 No

446

団体名
太平山の自然を楽しむ会

活動内容
太平山の自然の良さを内外にアピールする。

♣問合せ ☎0282-21-7740（マルコの家）
第 10 回
コンサート

・・・・どなたでも参加できます！興味のある回からお気軽に「ちょこっと」のぞいてみませんか？・・・・
■11 月

♪演奏者 米沢 陽子氏
♪日 時 11 月 30 日（土）14:00 開演
♪会 場 カトリック松が峰協会（宇都宮市）
♪入場料 前売 1,200 円 当日 1,500 円
♪定 員 300 名（全席自由）

時 12 月 1 日（日）12:00 開演
場 栃木市都賀文化会館
容 第一部 音楽を楽しもうコンサート
第二部 國學院大學栃木中学・高等学校
吹奏楽部コンサート
西方ふるさと太鼓と共演
入場無料 募金箱あり
日
会
内

※物品寄付のお願い／未使用の切手・ハガキ・
テレカ、書き損じハガキ、バザー用品（新品・未開封）

問合せ ☎0282-92-2221（荒川）

♬日 時 11 月 30 日（土）16:00～18:00
♬会 場 西方音楽館 木洩れ陽ホール
♬チケット 3,000 円（当日 3,500 円）
■同日開催
14:00～14:40
「子どものためのおまけのコンサート」
前売 1,000 円 （当日 1,500 円）

▲日 時 12 月 7 日（土）10:30～11:30
▲会 場 西方音楽館 木洩れ陽ホール
▲参加費 500 円（定員 50 名・要予約）
♬問合せ ☎0282-92-2815（中新井）

くらら登録団体の皆さんが、それぞれ趣向をこらしたブースで活動 PR＆交流！さまざまな出会いがありました！
くららのエリア出展団体■障がい者の一人暮らしを考える会×栃木障害者の自立をめざす会■自立援助ホーム
マルコの家■ハーモニー■ワールドマリー■太平山麓九条の会■（社副）あゆみ園■あそびの学校■こくら工房
■栃木市中途失聴難聴者協会×パソコン要約筆記サークル“さくらんぼ”■グリーンレイク・カヌー教室■NPO
法人栃木県シニアセンター■NPO 法人海がめ■ネットワークとちぎ■頬笑みの会■学悠館高校 JRC 部

今日はよろしくお願いします！

いつも元気です！

くららのエリアで
スタンプラリー！
わたあめがもらえ
たよ！かわいい
スタンプ達。

←パソコン要約筆記

子ども達に
人気の
ロケット作り

カヌーを
こいでみませんか～！

↓各団体の力作パネルがずらりと並びました！

高校生ボラ
ンティアも
大活躍！

↑iPad 体験！
↓歌麿と栃木
くらら↓

当日はお天気でよかったですね！

くららの駐車場は 10 台程度。
乗りあわせでお願い致します。

皆さん、準備から、後片付けまで、本当にお疲れさまでした！

くらら情報紙は毎月１日発行です。

下記のところに置いてあります。
栃木市役所玄関ラック・各総合支所・各公民館・各図書館・
各文化会館・とちぎ蔵の街美術館・とちぎ山車会館・
各児童館・各老人福祉センター・市民会館・各商工会（議所）・とちぎ
蔵の街観光館・保健福祉センター・勤労者総合福祉センター・地域子育
て支援センター・ファミリーサポートセンター・シルバー大学校・総合体
育館・プラッツおおひら・ゆうゆうプラザ・県内外の市民活動センター、
ボランティアセンター・市内協力店・くららカウンター
※くららホームページから情報紙の印刷もできます。
URL http://www.kurara-tochigi.org

「登録団体からのお知らせ」（講座・イベント情報など）
「くららレポート」
（団体の活動紹介）※原稿をお待ちしています！
※くららは、指定管理者として特定非営利活動法人ハイジが栃木市の委託を受けて管理運営しています。
くららに寄せられた支援物資を積んで、10 月中旬、陸前高田へ。更地になった叔母の家の跡地には林農海直売所
ワーカーズコープ（他 2 団体との協同）が建ち、地元の生産者が野菜を販売、高齢者の居場所、市民の皆が交流できる
場所になり、奇跡の一本松にはたくさんの人が訪れていました。まだまだ遠い道のりだけど少しずつ、少しずつです
我らがウーヴァ！最後のホームゲームは 11／17（日）13:00！対カスタマーレ讃岐！さぁ栃陸に集合！応援あるのみ！

