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台風 18 号豪雨により 被災された皆様に
心よりお見舞い申し上げます
このたびの大雨により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
市内各地で道路の冠水や、床下・床上浸水、断水、停電、土砂崩れや橋脚の破損など、
大きな被害がありました。まだまだ大変なところもあると思いますが、一日も早い
復旧を願っております。皆さま、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。

とち介・協働ピン
バッジと協働サポ
ートステッカーは
協働まつりを支え
ます！くららにも
あります。
各 500 円。
ご協力よろしく！

［協育エリア］親子チャレンジランキング大会・とちぎふるさと写真俳句コンクール
［子育てエリア］手作りおもちゃ・昔あそび・クラフト体験・お話広場・子育て相談・修理
［キッズワークエリア］レッツ チャレンジ!!お仕事体験でわくわく！
［ステージエリア］総合司会上原チョー お笑いタカギマコト、バンド、ダンスパフォーマンスなど盛りだくさん！
［物販エリア］飲食物・物品販売・企業 PR・フリーマーケット
［地域ブース］農業を通じて地域づくりに取り組んでいる若手農家を紹介！新米や野菜販売も！
［その他］熱気球ハートランド号搭乗体験・苗木配布・白バイ展示・はしご車搭乗体験・そらのこマルシェ

怪盗ルパニャンからの挑戦状・使用済み小型家電回収 ハロウィンパレード・栃木ウーヴァサッカー交流会・野球大会

【くららエリア】くらら登録団体が日頃の活動を紹介します！ぜひ！皆様も体験＆発見!!
◆デモクラティックスクールつながるひろば（活動紹介・情報提供）◆NPO 法人栃木県シニアセンター（iPad
の操作説明・インターネットの体験）◆栃木市パソコン要約筆記サークル「さくらんぼ」＆栃木市中途失聴
難聴者協会（指文字しりとり・パソコンタッチタイピング体験・手話紙芝居・ゲームに挑戦！）◆鈴木和夫
（あそびの学校・手作りおもちゃで遊ぼう）◆ハーモニー（折り紙体験・展示）◆太平山麓九条の会（平和
な世界でつながるわくわく）◆ワールドマリー（持続可能な開発のための教育アジェンダ 2030◆障がい者
の一人暮らしを考える会（会員拡大・活動報告）◆栃木障がい者の自立をめざす会（車いすダンス教室・写
真教室の広報活動）◆富田マルシェズ（ワールドカフェ）◆ネットワークとちぎ（「まちなかモニュメントー
まちの記憶」展の開催 写真・資料展示・アンケートの実施）◆行政◆くらら
✿ ✿ ✿ お友達を誘ってぜひお出かけくださいね！お待ちしています！
■問合せ とちぎ協働まつり 2015 実行委員会

✿ ✿ ✿

☎0282-20-7131 FAX0282-20-7132

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 202 回

9 月 19 日（土）

“とちぎ夢ファーレ”助成事業

鈴木秀明さん

「相続の話」

くららで話そ！第 202 回はハートエントランス株式会社代表取締役で
相続アドバイザーの鈴木秀明さんによる「やさしい相続の話」が行われました。
相続において一番問題が多いのは、生前からの準備をしていなかったことだ
そうです。その例が具体的にわかるように、相続時に問題が起きたある一家の
簡単な系図を書いて説明してくれました。
だいしゅうそうぞく

とくに問題が多いのは代 襲 相続の場合だそうです。
「代襲」は「代をつぐ」という意味で、故人の
息子・娘がなくなっていた場合にはその息子、つまり故人から見て孫の代に権利が移るということです。

10／18（日）
・11／8（日）
・12／5（土）
①9:30～ ②10:00～ ③10:30～
会 場 栃木市皆川公民館（皆川城内町）
参加費 1,300 円（材料費・会場費）
持ち物 持ち帰り容器・エプロン・ふきん
募集人数 6 名（1 回につき）
問合せ／申込み ☎090-1453-1038（青木）
日

時

フルート二重奏／木管八重奏／サクソフォン八重奏
クラリネット四重奏／クラリネット八重奏
♪日 時 10 月 25 日（日）14:00 開演
♪会 場 栃木市栃木文化会館小ホール（旭町）
♪入場料 無料
http://www5.hp-ez.com/hp/mikamowind

ここで連絡がつかなかったり、新たな人物が浮上してきたりしてややこしくなることが多いそうです。
また、閑話休題では、相続の複雑な状態に
なっていることを横溝正史作品に登場する一家に
たとえ「犬神家状態」ともいうそうです。
※9 月 10 日に予定されていた、くららで話そ！第 201 回 神山裕紀さん「リノベーション？シェアスペース？
倭町に『ぽたり』がオープンしました。
」は、大雨のため中止とさせて頂きましたのでご了承ください。

くららで話そ！ これからの予定

11 月 8 日（日）11:00～15:00
栃木市国府公民館（惣社町）
模擬店／ビンゴ大会／ライブもあるよ！
仮面ライダー・とち介も来るよ！
問合せ ☎090-7701-3130（18:00 以降）
「にじ色まつり」実行委員会内
障がい者の一人暮らしを考える会（川俣）
日
会
内

時
場
容

★日 時 10 月 31 日（土）16:00～18:30
★会 場 とちぎ市民活動推進センターくらら
★内 容 ハロウィン絵本タイム／ハロウィンゲームと
手遊び／Trick or Treat！お菓子をくれないと
イタズラするぞ！／英語の歌と踊り／パーティ
象 幼児（保護者同伴）～大人 どなたでも！

★対
★参加費 無料
★持ち物 お菓子 1 袋・飲み物・お菓子を入れる袋
★問合せ／申込み ☎080-5676-8477（田村）
E-mail yoshikotam238@ezweb.ne.jp

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？

■10 月 9 日（金）19:00～20:00 大島寛さん 「栃木に SL が走っていた頃の話（写真を見ながら）」
■10 月 19 日（月）13:00～14:00 「TOCHICO 日和の会」松本真由美さん ママのためのフリーペーパー創刊！
■11 月 9 日（月）15:00～16:00 うむミラクル「36 年ぶりの再会！24 才で文芸誌『うむ』を創った仲間が
またまた『うむ miracle』を、いよっ！と発行！！」
■11 月 19 日（木）15:00～16:00 きぼう国際外語学院 栗又由利子さん
「外国人を理解するために、私たちができること」

演 目 「壺坂霊験記（沢市内より山の段）」
日 時 11 月 8 日（日）14:00 開演
会 場 栃木市栃木文化会館小ホール（旭町）
チケット 2,000 円
※着物特典あり♪
問合せ ☎0282-25-2356（栃木市観光協会）

台風 18 号等の影響による豪雨によって発生した水害に対応するため、

活動推進センターが、栃木県社協、全国の災害関連団体の協力を得て運営しています（9／24 現在）。
「水をかぶった畳をあげてほしい」
「重い家財道具を運んでほしい」「泥出しを手伝ってほしい」…等、

登録 No

団

体 名

時

活

動 内 容

490 グリーンファイブ

思川堤美化運動。思川大光寺下流 150m 付近、及び 1.2km 付近の
草刈、ゴミ拾い等。

491 国際ソロプチミスト栃木

国際的な女性のボランティア団体です。主に女性と女児の地位や生活
向上のための奉仕活動を行っています。

492 劇団みなみ

笑いと元気を届ける。爆笑コント・元気体操・創作民話・歌・踊り。

くださる方、たくさんの方々に応援していただいています。本当にありがとう
ございます。今後ともよろしくお願い致します。なお今後のボランティア情報に

567.jimdo.com

※登録団体数 229 団体 登録会員数 23,032 名（8 月末現在）
※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。

被災された方からのさまざまなニーズ（要望）をよく聞き取り、ボランティアにつなげています。

います。直接来られなくても、救援物資を送ってくださる方や応援メッセージを

（認定 NPO 法人とちぎボランティアネットワーク）

申込み

11 月 1 日（日）・3 日（火・祝）
9:30～12:00 受付（16:30 返却）
会 場 蔵の街ギャラリー煌 hikari（万町）
参加費 2,000 円（着物レンタル・着付け込み）
問合せ ☎090-2400-1268（小林）

センターが開設されました。栃木市社協、栃木青年会議所、とちぎ市民

市内のみならず、市外、県外からも、また泊りがけで連日支援してくださる方も

日 時 11 月 7 日（土）～8 日（日）
問合せ ☎028-622-0021

日

9 月 11 日、栃木市日ノ出町の市民会館内に栃木市災害ボランティア

9 月 12 日から 24 日時点で、のべ 1759 人のボランティアの皆さんが支援してくださいました。

宇都宮をスタートして 56.7km を 2 日間かけて
歩き抜く参加者＆サポーター・ボランティア募集！

つきましては、栃木市社会福祉協議会ホームページでご確認ください。

今回の講座は、パワーポイント！ 参加者は 16 名。
基本操作から、文字の入れ方・写真の取り込み設定など、初心者のために企画
しました。学悠館高校の定方先生の分かりやすい説明と、阿部先生、JRC 部の
生徒 7 名がサポートにつき、参加者の皆さんは終始リラックスムード。
これから団体の活動紹介などに有効活用できそうですね！

定方先生

【アンケートより】大変勉強になった。プレゼン資料が作成できそう。有り難う

ございました。学生さん有難うございました初めてパワーポイントをさわって
みたが、先生のわかりやすい説明があり、すんなり入口からはいれたとても参考に
なった。定期的にやっていただけるとありがたい。先生方も親切で助かった大変
おもしろかった。今後もパソコンに関する講習会を開催してほしいパワーポイントは
少しやったことがあるが、こまかいところはわからなかったので、
本日は勉強になった分かりやすくご指導いただき有難うござい
ました。パワーポイントに限らず、色々な講習会をお願いしたい
大変勉強になった。ありがとうございますお世話になります。
参加させていただきありがとうございます。基本的な操作をやら
せていただき、今後パワーポイントをつかう時につかっていけそう
です短い時間でしたが、楽しく学ぶことができた。高校生も面白かったパワーポイントを基礎から
学べて大いに勉強になった。生徒の皆さんに感謝パワーポイントの使い方、基本を教えてもらい大変勉強
になった。なかなかおもしろくできた丁寧におしえていただきありがとうございます。パワーポイント、
いろいろな動きができて楽しい。又、こういうパソコンに
関するイベントがあれば参加したい大変勉強になった。
楽しいビデオを作ってみたいと思う充実した時間を
過ごせた。ありがとうございました。
定方先生、阿部先生、生徒の皆さん、ご協力いただき
ありがとうございました！
ご参加くださった皆様、お疲れさまでした♪
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。

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・各総合支所・各公民館・各図書館・各文化会館・
蔵の街美術館・各商工会（議所）
・各児童館・各老人福祉センター・市民
会館・山車会館・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・
・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・隣保館・
遊楽々館・こなら館・県内市民活動センター・近隣のボランティアセン
ター・市内協力店・くららカウンター
「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

※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。
栃木に住んで 27 年。これまで経験したことのない豪雨でした。本当にどうなることかと思いました。一夜明けても水が
引かず、あちこち大変な被害でした。
「天災は忘れたころにやってくる」本当にその通りですね…まだまだ大変な方も大勢
いらっしゃると思いますが、少しずつです。天候に気をつけて、くれぐれも無理のないようにお過ごし下さいね25 日は
「とちぎ協働まつり 2015」お出かけ下さい！くらら副センター長大波にジュニア（龍秋くん）誕生！おめでとう！！

