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『百年構想のある風景』
ほうじ
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傍士 銑太氏
７月７日（月）18:00～20:00
栃木市国府公民館

❖参加費 無料
❖定 員 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

市民協働推進連絡会議（兼協働推進研修会）

シャッター街と化した地元“大門商店街”の空き
店舗を、市職員を中心にメンバーが毎月 1,000 円を
原資に借り上げ、様々な活動を実施しているお話を
伺います。どなたもぜひご参加ください。

▲講

師

山田 崇氏

▲日 時 5 月 20 日（火）15:00～17:00
▲会 場 栃木市大平公民館
▲参加費 無料
▲定 員 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

220-7131

全体会議の交流会で、パワーポイントやパネルを
使って、それぞれの活動を紹介します！

栃木市パソコン要約筆記サークル「さくらんぼ」
とちぎアマチュアビデオライブラリー
NPO 法人 山本有三記念会
読み書き堂
障がい者の一人暮らしを考える会
アートステージどんぐりら

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 167 回

報告

4 月 10 日（木）10:30～12:00

折り紙ハーモニーのみなさんに教わる

「五月節句の折り紙」

「くららで話そ！」新年度第 1 回目は、折り紙ボランティア「ハーモニー」の
皆さんに教わり、5 月の節句にちなんで
「兜」を折りました。
「かっこいい～！！」
出来栄えに思わず拍手！！

こういう
手順で
折りますよ～

折り方の分かりやすい説明を聞きながら、まず、別の紙で
一度練習した後、両面の折り紙で折りました。
途中少し難しいところもありましたが、教え合って完成し、
みんな大満足でした。それぞれのお部屋を彩ることでしょう。
第 168 回

4 月 19 日（土）14:00～15:00 梁島和由さん（FUN

寄付ハイクとは、ハイキングを楽しみながら NPO の
活動を知り、支援（寄付）しようというチャリティ
イベントです。みんなで一緒に参加しましょう！
日 時 5 月 10 日（土）9:00～15:00（雨天は翌日）
集合場所 栃木警察署跡地（室町）
①春の太平山いなか歩きコース
②蔵の街とちぎ散策コース
③太平山頂往復ラン・コース
歩かなくても
持ち物 歩きやすい服装、雨具、
寄付できます！
昼食、寄付金（1,000 円以上）
問合せ ☎028-622-0021
メールアドレス tvnet1995@ybb.ne.jp
http://tochicomi.org

FACTORY）

まちなかの蔵をミニシアターに！この映画祭は、栃木
市内で活動する各種団体、個人の有志、行政によって
運営されており、今回 7 回目を迎えました。

▼日 時 ５月 17 日（土）
・18 日（日）
▼会 場 栃木高校講堂・市内の歴史的建造物・蔵
▼問合せ ☎0282-21-2373（商工観光課内）
ホームページ http://kura-movie.jp/
【同時開催イベント】
▼とちぎ一箱古本市▼
◆日 時 5 月 17 日（土）10:00～16:00
◆会 場 倭町小江戸ひろば
スペシャルトーク 日光道でしょう！～ちょっと寄り道･栃木宿～
◆ゲスト 杉江松恋氏・えのきどいちろう氏
◆5／18（日）18:00～19:30 ◆玉川の湯 2 階
◆E-mail tochigi.hitohako@gmail.com
（とちぎ一箱古本市実行委員会 福田・大橋）

※その他、ステキな企画満載！お楽しみに！！

障がい者の社会参加と余暇活動を支援「パン工房＠壬生 わんぱく公園」
※障がい者の就業体験としてのパン工房運営にかけるアツい想い！
「かんぴょう入り焼きカレーパン」ができるまで！
くららの土曜日のスタッフでもある梁島ですが、本職は、県内に６箇所ある障がい者
就業・支援センターの県南圏域を受け持つ壬生のセンターの職員です。また、障がいの
ある方の社会参加と余暇活動を支援する『FUN FACTORY』の代表をしています。障がいのある方の自立を
はばむ壁を乗り越え、社会参加するために、余暇活動が大切だということに
思い至った経緯を話してくれました。恩師の“「楽しみ」はメンタルを強化
する”という言葉に意を強くし、家族（施設）でもない、仕事（作業所）仲間
でもない、新たな“つながり”（居場所）を見つける余暇活動に力を入れて
います。平成 23 年から、とちぎわんぱく公園に『パン工房』をオープン、
名物「かんぴょう入り焼きカレーパン」は好評発売中！応援したい活動です。

とちぎユースワークカレッジとは、
働くこと、人とかかわることに困難を
抱える若者の「学びと体験の場」です。

♣日 時 毎週 火曜日 9:30～12:30（定員 3 名）
水曜日 18:00～20:00（定員 2 名）
木曜日 9:30～12:30（定員 3 名）
♣会 場 とちぎユースワークカレッジ教室
♣対象者 15～39 才までの不登校・休学・
中退無就学・無業者の子を持つ保護者
♣費 用 2,000 円／1 時間
※個別相談です。（1 回 1 時間）
♣問合せ ☎028-638-5502
http://www.youthworkcollege.jp

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？・・・・
■5 月

9 日（金）14:00～15:00 日向野初江さん・小林好雄さん

※登録団体数 252 団体 登録会員数 25,523 名（3 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。
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456

トッコ演劇工房

演劇のプロデュース公演およびワークショップなどの企画。

「海外旅行記…あんなところやこんなとこ」

457

（一社）栃木市熱気球クラブ

熱気球を通して、栃木市の広報活動。熱気球教室・係留搭乗体験。他。

※アンコールワット＆マチュピチュなどなど…お楽しみに！！

458

中小企業家同友会県南支部

■5 月 19 日（月）19:00～20:00 鳥海謙司さん（漬物本舗鳥海）

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
■6 月

■日 時 ５月 11 日（日）14:00 開演
■会 場 栃木市栃木図書館会議室
■定 員 50 名
■プログラム
1.『姉の覚書』
朗読 鈴木重子／間中一代／笹岡悦子
2.『入れ札』
朗読／葛城ジロー・茂呂久美子
■問合せ ☎0282-22-3542（栃木市栃木図書館）

9 日（月）とちぎ自由大学鑑賞ツアー6／1 で、喜多川歌麿幻の大作「深川の雪」に出逢ってきた方！

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」

459
460
461

中小企業の経営環境の向上と地域産業の活性化を考慮した勉強会や
各種イベント開催など。
OYT（おやじ よみきかせ たい） 「じんじん」映画上映会。お父さんの子育て、おじいちゃんの孫育て
を支援する。絵本の読み聞かせなど。
県内に避難している方々の孤立防止の支援。クラフト手芸、絵手紙、
とちぎ暮らしネットワーク
ストレッチなどの交流会開催、ニュースレターや訪問活動。
・意欲のある人がいつでも高校教育を受けられる学校。
栃木県立学悠館高等学校
・一部の授業を一般社会人の方々に開放。
・避難所に指定され、防災講座を活用。
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2040 年には 12 万人を下回ります。なんと
25 年間で約 4 万人が減る予想です。また、

栃木市の将来人口（合併以前の年数は 1 市 5 町の総人口）
参考：国立社会保障・人口問題研究所（2013 年 3 月推計）

高齢化率は 29%から 38%に上昇します。
この人口減少と高齢化の波により、旧市街地や農山村では、山林・農地や空き家の維持
管理、伝統的な行事や産業の継承など、地域を担い支える人材不足に直面しています。
このまま放っておいては、栃木市らしい景観・産業・物語が次々と失われてしまう！という
危機感から、このコーナーではくららスタッフ大波が、これぞ「とちぎの地元もん！」と
思うものごとや、地元を支えてきた先輩たち、地元に戻ってきた若者たちを訪ね、地元の
未来のためにできることを考えていきます。

3/29 神明宮にて
挙式新婚ほやほやの
大波がお届けします。
よろしくお願いします。

団体の
情報発信

4 月 26 日（土）、今回は 2 団体が参加。初めてパネルを作る団体。新し
い情報に入れ替える団体。
「この写真いいわねぇ～」
「ここに、この文章を
入れたらいいんじゃない？」…いろいろな包装紙の模様なども利用して、
和気あいあいと楽しんで取り組みました。

『百聞は一見に如かず』の言葉通り、
「この団体は、こういう活動をしている
のね！」が、一目で分かるパネルができ
あがりました。お疲れさまでした。
どんどん活用してくださいね！
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。

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・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。
風薫る五月。新緑が目にまぶしく気持ちの良い季節。巴波川やまちなかに鯉も泳いでいます。（いいコイ=1151 匹！）
4 月 5 日、栃木市と岩舟町が合併。人口 164,000 人。宇都宮市、小山市に次ぐ第 3 位の都市だそうです！ところで、
新市内のあちこちに出没している可愛い蔵の妖精『とち介』君にはもう会いましたか？年度が替わり、がらりと環境が
変わった方も、そろそろ落ち着いてきた頃でしょうか全体会議（24 日）、協働推進研修会（20 日）もお忘れなくね♪


