例とちぎ市民活動推進センター情報紙

2014 年

とちぎ市民活動推進センターくらら

6 月 Vol.104

●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

くらら利用者協議会 全体会議が開催されました！
5 月２4 日（土）、栃木市国府公民館で、くらら
利用者協議会全体会議が開催されました。会長挨拶、
来賓、地域まちづくり課職員紹介の後、議事に入り、
昨年度の活動報告、今年度の活動計画、２年目を
迎えた役員の紹介が行われました。

交流会では、５団体が、パワーポイントなどで、それぞれの
活動内容を発表。その後、3 団体によるパネルセッション。
聞いていた参加者との熱心なやりとりもあり、有意義な活動の
PR ができました。お忙しい中たくさんのご出席をいただき、
ありがとうございました＆お疲れさまでした。
平成 26 年度 利用者協議会役員
（アイウエオ順 敬称略）
■会長 荒畑晋也 ■副会長 小倉克洋 関山繁雄
■幹事 青木喜一 安穂美代子 天谷美代子 阿部道雄
熊倉和子 関口利枝 関根光晴 野尻孝

『百年構想のある風景』
地元のスポーツチームを活かしたまちづくりのヒントを、
全国の事例をもとにお話しいただきます。
ほうじ

❖講
❖日

師
時

せんた

傍士 銑太氏
７月７日（月）

イベントのちらし、会員募集、
パンフレットなどを、各地域公民館に
設置する大作戦が始動します！！

【設置する場所】
・岩舟公民館・藤岡公民館・大平公民館
・都賀公民館・西方公民館・くらら

18:00～20:00
❖会

場

❖参加費
❖定 員

栃木市国府公民館
無料
100 名（定員になり次第〆切）

❖問合せ／申込み とちぎ市民活動推進センターくらら
0282-20-7131 fax 0282-20-7132

●7

月 1 日から始まります。

●ちらしは

・A4 サイズ／60 部（各施設 10 部ずつ）
・毎月 28 日までにくららにお持ち下さい。
詳しくはくららまでお問合せください。

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 169 回

5月

報告

栃木市市民活動推進事業“とちぎ夢ファーレ”

9 日（金）14:00～15:00 日向野初江さん・小林好雄さん

「海外旅行記…あんなところやこんなとこ」
日向野さんは最近行ってきたペルー（マチュピチュ、ナスカの
地上絵など）のお話。標高 2800m の高さでも、徐々に登って
いくので、そんなに大変じゃないそう

観光という言葉は中国の易経
（それは日向野さんだからでしょう）
「観国之光 利用賓干王」から です。
きています。
写真を見ながら、旅行当時の楽しい

セスナ機に乗る
ときは、体重を
はかります！

エピソード（ハプニング？）などを話してくれました。

小林センター長は、ご夫婦で世界遺産に興味があり、それを目的に訪れた
タイ、インドネシア、カンボジアなど東南アジア６ヶ国、イタリア、フラ
ンス、スペインなどヨーロッパ５ヶ国、その他アジア４ヶ国（地域）の
・ ・
・ ・
お話。海外観光旅行ではなく、「海外研修」のつもりで出かけているとの
こと。そこで得た経験を栃木市の観光ボランティアとして活かしています。
「海外研修」はまだまだ続きます。みなさま、お土産話をお楽しみに！
第 170 回

栽培が少し難しく、長くて二人がかりでないと抜けない、そんな

栃木市市民活動推進事業“とちぎ夢ファーレ”

講 師
日 時
会 場
対 象
定 員
問合せ

県内各地からおはなし団体大集合！
人形劇・紙芝居・パネル・エプロンシアター等
いーっぱい！みて・きいて・触れて楽しむ！
模擬店もあるよ！

消えゆく地元産野菜「吹上大根」の復活と、ひらめきで開発する新商品の話
地元野菜の復活を目指して、種をまき、世話をして収穫しています。

時

会 場
問合せ

というわけで、みごと復活した吹上大根。
用意。蒸し鶏、棒ギョーザ、もやしとアスパラのナムル…皆でワイワイと
食べながら鳥海さんを質問攻め。くらら得意の美味しい「話そ！」でした。
今度は、「漬物を使った料理三昧」を、ビールも飲めるどこかでやりましょうとお約束♪

くららで話そ！ これからの予定
・・・・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？・・・・

講 師
日 時
会 場
定 員
問合せ

大野

寿子氏（MAWJ 東京本部事務局長）

7 月 27 日（日）14:30～16:00
宇都宮東市民活動センター ホール
350 名 ※入場無料 ※要事前申込み
☎090-3506-9952（福田）

9 日（月）19:00～20:00 とちぎ自由大学鑑賞ツアー6／1 で、
登録 No

集まって語り合いませんか？
■6 月 19 日（木）15:00～16:00 絵本館・郡司俊雄さんと、りんごの会・青木浩一郎さんによるスライド上映

小川未明の「野ばら」
・人形作家さきやみつえさんの人形で「ハンスとミレーヌ」
どなたも
お気軽に
ご参加
くださいね～♪

※条件 男性・未経験者（幅広い年齢層）
■自宅にミニ絵本館を開設している
郡司さんによるレクチャー
■絵本を通して地域活性化＆まちおこしに！！
■問合せ ☎0282-20-7131（くらら内 OYT）

※登録団体数 226 団体 登録会員数 24,851 名（4 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。

喜多川歌麿幻の大作「深川の雪」に出逢ってきた方も！まだ見ていない方も！ぜひ！！

『昼下がりの木管アンサンブル mini コンサート』

7 月 13 日（日）10:00～15:00
※放虫は 10:30～
都賀町 大柿花山
☎0282-22-3477（小倉）

メイク・ア・ウィッシュオブジャパン（MAWJ）は
「3 歳から 18 歳未満の難病と闘う子どもの
夢を叶えるお手伝い」をすることを目的とした
国際的なボランティア団体です。

新製品のニラ入り辛みダレを頂いていたので、それに合いそうなお料理を

■7 月 19 日（土）14:00～15:00 みかもウィンドオーケストラ

7 月 13 日（日）14:00～16:00
栃木市大平町ゆうゆうプラザ 小会議室
小学 3 年生～6 年生とその保護者向け
30 席
※入場無料
☎0282-21-7740（マルコの家）

※飼育用プラケース持参

日

土だからこそ育つ…他では育たない、違いのある野菜『これぞ栃木産！』

「ビールに合うおつまみ＆お料理」持ち寄り大歓迎！！

郁子氏（誕生学アドバイザー）

１部 10:00～13:00

宮ネギなどと同じように、吹上地区の粘土質の

■7 月 10 日（木）18:00～20:00 ビールは出ませんが…

橋本

日 時 7 月 13 日（日） ２部 13:30～15:30
会 場 栃木市大平公民館
問合せ ☎0282-22-7062（栃木おやこ劇場）

効率の悪い大根なので、時代とともにすたれていったそうです。

■6 月

6 月 28 日（土）14:00～16:00
栃木商工会議所 大ホール
300 円（飲み物・歌集代）
☎0282-24-5868（岩川）

♪予告♪ 7／26（土）10:30～11:30『わらべうた』

5 月 19 日（月）19:00～20:00 鳥海謙司さん（漬物本舗鳥海）

今では作る人がいなくなってしまった吹上大根。鳥海さんが一人で、消えゆく

♬日 時
♬会 場
♬参加費
♬問合せ

♪日 時 6 月 8 日（日）14:30～16:30
♪場 所 西方音楽館 木洩れ陽ホール
♪チケット 2,300 円（ドリンク付き・要予約）
学生券（小学生～高校生）1,500 円
※未就学児入場不可
※コンサートのお手伝い募集！
♪問合せ ☎0282-92-2815（中新井）
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名
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462

初級 中国語の会

中国語会話の学習を通して栃木市に住む中国人と交流し、
生活支援
にも貢献する。

463

（一社）日本経営士会 栃木県会

中小企業の経営支援

464

合唱団「藍」

合唱を通して親睦をはかり、文化に寄与する。

465

100 歳の詩人柴田トヨとあゆむ会

466

Nature-Arts

柴田トヨの詩により、市民の心を元気にするまちづくりをめざし、
詩の教室・コンテスト・メッセージ展などの開催。
自然体験活動（観察会・トレッキング・ハイキングなどのガイド）
ミニ盆栽づくり（マルシェ出展・ワークショップ）

NPO との連携、支援等での社会貢献活動。

市民協働推進員連絡会議
（兼協働推進研修会）

長野県塩尻市職員である山田崇さんの、まちづくりにかける熱いお話でした。
「実際に住んでみないと商店街の現状・課題はわからない」と、シャッター街と化した
地元塩尻の“大門商店街”に空き家を借りて住み、空き家／空き店舗を活用した「空き家
から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト nanoda」を 2012 年より開始。
「公務員が元気
なら、地域は絶対元気になる」、その熱に巻き込まれたメンバーと共に、nanoda を拠点に
多様な活動を実施。ローカルな視点で人と人、人と地域をつなげています。参加者は熱心
に話を聞き、『時間』を意識した自己紹介ワークショップにも取り組んでいました。
アンケートより▲講師の行動力に驚くとともに、自分でも様々な行動を
していきたい。行動できるんだと感じた▲共感できた。これからの
生きるヒントがたくさんつまっていた▲山田さん熱い！発想・行動！
公務員が頑張れるか、意識改革!! ▲講師の熱意が伝わった▲インパクトの
強い話が聞けませんでした。本当にできるのでしょうか？▲講師の方の
バイタリティに驚いた▲気力・体力・時間の大切さを再認識しました
▲同じ公務員として、見習わなくてはいけないことがたくさんあった。“公務員が元気なら地域は元気になる”
を頭において今後仕事に取り組みたい▲情報量が多すぎてわかりづらい点があった▲分かりやすい研修が受け
られたが、休みの時は自分のことをやってプライベートの充実をはかってみてはいかがか▲何より動くことが
大切だ▲今までで一番ぐっとくる講演だった▲まず一歩踏み出す勇気が大事だ▲話を聴いて何かウズウズして
きた。そのパワーはどこから！？▲行動力・決断力・継続力、すごい！▲有難うございました❤
5 月 17 日、18 日に行われた『栃木・蔵の街かど映画祭』。
その前に懐かしの映画音楽を味わおうと企画された交流さろん。
題して『映画音楽 想い出の夕べ partⅡ』ユニット夢弦ならではのアコース
ティックギターの音色と美しいハーモニー。そして特筆すべきは、この頃
ユニット夢弦に加わったベースの若者 T 君！ギターとベース、この組み合わせが
また素晴らしく、ユニット夢弦の世界がさらに広がりました。今後が楽しみ♪
演奏の間には、街の道化師ジローさんによる、映画の作品案内＆名シーンの再現！
（これがまたそっくり）参加者の皆さんも、うっとり
聞き入ったり、ノリノリで手拍子をしたり、おおいに
楽しんでいるようすが伝わってきました。

交流さろんは、くららの登録団体が自由に企画できます！団体の活動を
広めるために企画してみませんか？お申込みはくららまで。
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・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・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
※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。
人形まつり、寄付ハイク、映画祭、クラモノ、体験教室や鑑賞などなど…五月は、各地域でイベント盛り沢山！皆さん
あちこち楽しみましたか？くららでも、協働推進研修会、全体会議と大きな行事が続きました。毎年のことですが、その
度に新しい発見や課題が見つかります。今後にいかすための振り返りは大事ですねさて、我らがウーヴァは『J リーグ
百年構想クラブ』に認定されました！しかし、J リーグ（J３）への道は厳しい！力を合わせて皆様の応援よろしく！！

天気も上々。

