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令和元年度 協働のまちづくりセミナー
対話の場づくり

「らしさ」が育む主体性
協働はお互いの主体性があってこそ始まります。しかし実際は、どちらかに負担が偏ったり、負担
をかけないよう気を使いすぎてむしろ相手の主体性を奪ってしまったり…と難しいものです。主体
性を育むためには相手と対等な関係であることが必要です。今回の講座では、自分が持つ様々な
「らしさ」に焦点をあてて、対等な関係を築くための心がけと、主体性を育むための実践的な技術
について学びます。

【日時】令和元年 6 月 25 日（火）14：00～16：30
【会場】国府公民館
【定員】80 名
【講師】土崎 雄祐氏（一般社団法人とちぎ市民協働研究会専務理事・事務局長/認定特定非営利活動
法人宇都宮まちづくり市民工房理事）

【申込み】とちぎ市民活動推進センターくらら

とちぎ市民活動推進センター利用者協議会全体会議の開催について
令和元年 6 月 8 日（土）14：00～16：00
栃木市国府公民館 大交流室
栃木市惣社町 228－1
①全体会議 14：00～14：30
（1）平成 30 年度活動報告
（2）令和元年度活動計画（案）
（3）その他

パネルづくり講座
月 23 日（日）
実施報告 510：30～12：00
レイアウトを考えて…

②交流会

14：40～16：00

※出欠のハガキをまだ出していな
い方は至急、くららまでお送り
ください。

活動を一目で伝えるためのパネルづくり講座を
実施しました。4 団体から 4 名の方が参加し、
レイアウトや素材を工夫しながら作成しました。
切って貼って

もくもくと作業中

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 290 回

5 月 9 日（木）18:30～20:00

森下貴弘さん（おかねのみかた）

『こんな〇〇は借金王（シャッキング）だ！』
開始早々、「ここにいる人たぶん全員、借金返済中です」と言われました。それは、スマート
フォンの代金のことでした。通話料と一緒に分割で支払っている、これも立派な借金です。
借金王になるチェックポイントとして、「賭け事が好き」「自分の収入を把握していない」など、わかりや
すいものもあれば、
「待ち合わせに遅れる」
「冷蔵庫の中が汚い」といった、一見関係なさそうなものもあり、
森下さんは借金のタイプを「生活スタイル型」と「社会環境型」に分けて説明してくれました。
クレジットカードを何枚も持っていたり、ポイントを貯めるために余計な買い物をするのは借金を増やす
ことになるし、交通事故などで突然大きな額が必要になって冷静さを失い、友人や悪質な業者から借りてし

📖日
📖場
📖定
📖内

時 6 月 9 日（日）14:00 開演
所 栃木図書館 2 階会議室（旭町 12-2）
員 50 名（入場無料）
容 でんでんむし・でんでんむしのかなしみ
ちいちゃんのかげおくり
カチカチ山～御伽草子より～
ハーメルンのふえふき～ドイツ伝説より～
かたあしだちょうのエルフ
📖申込み ☎0282-22-3542
FAX0282-22-1784（栃木図書館）

✌期
✌場

間
所

6 月 15 日（土）13:30～15:50
大平公民館 2 階会議室
（大平町蔵井 2001-3）

✌講 話 「ふつうのおんなの子」文化
－未来をつくる－
講師 田野辺隆男さん
（元 NHK 宇都宮放送局長）
✌問合せ ☎0282-43-2441（若菜）

まい、人生が大きく変わってしまうこともあります。
お金持ちというのは、たくさん稼いでどんどん使うことではなく、自分の収入に見合った生活を続けなが
ら、万一のために日ごろから貯金しておいて、心にゆとりを持って暮らしていけることなんですね。
☆日
☆場

くらら交流さろん報告
『アイリング・春のコンサート』

5 月 19 日（日）14:00～16:00（参加者 52 名）

オカリナ同好会・アイリングが、結成 10 年の節目に、くららで記念コンサートを開催しました。
当日はたくさんの聴衆が集まり、これまで様々な施設や学校、公民館などで演奏してきたたくさんのレパー
トリーの中から、童謡、歌謡曲、フォークソング、 クラシックなど、バラエティに富んだプログラムを披露
してくれました。8 人の息の合った演奏に、みんな聴き惚れ
ていました。
最後には、ギターの伴奏で一緒に懐かしい歌をうたう
「歌声広場」のコーナーもありました。

時
所

6 月 23 日（日）13:30～15:30
大平南小学校内 知新館ホール
（大平町西水代 1732）
☆内 容 総会 13:30～14:00
・地域ブランド発信プロジェクトの提案
クラフトビール「律之助物語」の披露
記念講演会 14:00～15:00
・市民講座①
（仮）
「田村律之助と近代化への取り組み」
講師：山本訓志さん（県立白楊高校教頭）
☆問合せ ☎0282
（おおひら歴史民俗資料館）

なお、アイリングでは仲間を募集しているそうです。

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？
■ 6月

9 日（日）16:00～17:00 鈴木徳次郎さん

👒日 時 7 月 11 日（木）13:00～15:00
👒会 場 サンプラザ（片柳町 2-2-2）
👒演 目 間中一代さん（栃木語り部の会代表）
による語りの公演
👒問合せ ☎0282-20-5055
（事務局・ぶなの森カルチャークラブ）

『楽しい手製本～お話と実演～（展示あり）
』
『シュガータウンの音楽図鑑 vol.13』
9 日（火）19:00～20:00 田邉 稔さん（心の礎の会）
『心の基礎体力をつけよう』
■ 7 月 19 日（金）19:00～20:00 中村絹江さん
『ホメてホメられて、みんなでいい気分！』

🎨問合せ

1 人ひとり、違う個性を持つ子供たちが、多様な活動
をしています。不登校などの親子が、平日午後に子ど
もの希望に応じて活動します。

今後の活動予定

❀🌼❀🌼❀

※登録団体数 304 団体 登録会員数 25,368 名（5 月 23 日現在）
※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。

■ 6 月 20 日（木）18:30～20:00 シュガータウンさん
■ 7月

🎨場 所
🎨料 金
🎨内 容

6 月 15 日（土）～25 日（火）
10:00～17:30（最終日は 16:00 まで）
サンルートアートギャラリー（万町 16-1）
入場無料
栃木市出身の画家の作品展です。お気軽に
足をお運びください。くららで初心者向け
の無料絵画教室も開催しています。
☎0282-24-5858（サンルート）

変更になることもありますので、一度ご連絡ください
⦿6 月 11 日（火）18:00～
空き缶炊飯など野外調理体験、ホタル観賞
⦿7 月 11 日（木）夕方～
季節の作物収穫やテント生活体験（調整中）
⦿8 月中旬 18:30～
昆虫灯火採集体験（仮）
⦿問合せ ☎080-5477-1438（ショートメール可）
メール：tunagaru.hiroba@gmail.com（宇賀神）
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

お気軽にご連絡ください♪

これからの予定

間

❀🌼❀🌼❀

音楽の好きな方、オカリナに興味のある方、まずは見学から、

くららで話そ！

🎨期

登録 No

団

体 名

活

動 内 容

574

RUN 伴とちぎ市エリア

認知症の啓発。

575

コドモノミカタねっとわーく

子ども自身や子どもに関わるすべての人の交流、意見交換、シェア。
学び合いの場づくり。子どもの権利条約の周知。

くららレポートとは、
くららに登録している
方々を、広く紹介する
ことを目的としています。

くららレポート 54

⑨

一体感

登録 NO.536 田村律之助顕彰会
田村律之助顕彰会は、ビール麦の父であり明治期の栃木県の優れた農業指導者
であった田村律之助の業績を顕彰し、広く市民に発信する活動を行う団体です。

<クラフトビール『律之助物語-麦秋-』のご紹介>
栃木市の彫刻家鈴木賢二作「麦秋」を正面に、版画風イラストで「栃木市」の
風景を表現しました。ビール麦・校舎・蔵の街・太平山・あじさい、そして巴波
川。ビールのタイプはラガータイプでアルコール度数６％。律之助が大日本
ビールと契約栽培をした当時のテイストを参考にして醸造しました。ビールの
売り上げの一部は、あじさい坂にある律之助像の再建に当てられます。

<市民講座＆交流会>
日時：

７月１５日（月）

午前１０：３０～午後３：００

場所：

栃木県庁

内容：

明治 150 年記念特別企画展

昭和館３階展示室

「明治ととちぎを築く－先人達の尽力」の参観と交流会
講師：

栃木県立白楊高校教頭（前県立文書館副主幹）

参加費：

山本訓志

先生

3,000 円(会員 2,000 円）
田村律之助と田村律之
助顕彰会、律之助物語に
ついて描いた冊子

クラフトビール
「律之助物語」

登録団体 NO.502「あさだきのこ園」からお知らせです
湊町に営んでおりました「いろり」が 5 月 25 日で閉店しました。たくさんの方にご利用いただき、ありがとうございまし
た。また、当きのこ園のしいたけ等を使った料理を食べてもらえるお店をできたらと考えていますが、一度閉店します。し
いたけ等はひきつづき、「くらら」にてお世話になりますので、よろしくお願いいたします。（朝田）

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。
新年度が始まって 2 ヶ月が経ち、4 月から新生活が始まった皆さんも、そろそろ落ち着き始めるころですね。ところで、登録団体の皆様は、2 年に 1 度の登
録更新は済んでいますか？まだ更新していない！という方はくららにお届けください。直接お持ちいただく以外にメールや FAX でも受け付けています。

・・くらら登録団体活動紹介・・

栃木図書館友の会

登録 No．0566

栃木図書館（栃木市旭町）の充実に寄与し、会員自らも
図書館資料を通じて学ぶことを目的として、
昭和 44 年（1969 年）に発足した会です。会員 30 名が
栃木図書館スタッフの協力を得ながら、次のような
事業に参画して楽しんでいます。
1.図書館資料の整理整頓
2.図書館資料等を活用した主催事業
（例：参加者相互のお気に入り図書の紹介）の企画運営
3.子どもたちに対する読書へのいざないのおはなし会の開催

登録 No．0568

いま、財布に小銭を持っている方、わたしと運試しゲームをしましょう。
ルールはたった１つ、財布を覗かないこと。
あなたは、財布から１回で五円玉を取り出せる幸運の持ち主でしょうか。

五十円玉を取り出した方、残念。穴が開いている硬貨はこの２枚だけ。
では、違いは何か？目を閉じて、２枚を重ねてください。
大きさが違うのが分かると思います。小さい方が五円玉です。
つまり、おかねを知っていれば、
運に頼らずとも五円（ご縁）は取り出せるということです。

・・くらら登録団体活動紹介・・
（主催：Humane-Project 礎）
登録 No．0569

≪思いやりの心≫の拡散
“大切な人の大切な○○を大切にする" "自分のためより、誰かのために"
人の心や体力、企業やモノ、町の魅力、総ては基礎作りから

｢心の礎｣は、ひとり一人の心を支える土台石の意です。私達の生活環境は豊かなモノと情報に
溢れています。同時に個性とビジュアルも多種多様になりつつあります。来年はオリンピックが
あり、高齢化人口減少、外国人共生、ＧＤＰ拡大など社会環境が

どんなに変化しても、それに順応出来る基礎作りは大切です。
この会は、ひとつのテーマを参加される皆さんの個性を大切に
心に寄添い、共に考え学び合い、ディスカッションなどを
する処です。ご連絡頂ければ、人数・場所に関わらずお伺いします。
◎基礎作りの主なテーマ
接客・接遇・おもてなし・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ・対人関係力(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)・人間力

講話の様子

心の体力・街づくり・日本人力・社会人力・人事労務・理念(ﾋﾞｼﾞｮﾝ) など。

※詳細は運営サイト「接客マナーは心の礎（http://projectishizue.blog60.fc2.com/）」に掲載

登録 No．0570

皆さんこんにちは！新しく、くららに登録しました BOOOSTERS です！
BOOOSTERS は栃木市在住の高校生を中心にまちづくりを行っている団体です！僕
達は蔵の街だけでなく、都賀、西方、藤岡、岩舟、大平といった合併した
地域にも目を向けて活動していきます！また、地域に昔からある古い魅力や
新しい魅力を発見して市民の皆様に発信できるようにします！
これからよろしくお願いします！

・・くらら登録団体活動紹介・・

登録 No．0571

ｆｉｇｈｔｉｎｇビアガーデン栃木実行委員会は、
ｆｉｇｈｔｉｎｇビアガーデン栃木というイベントを通して
県南地区の活性化に寄与し、得られた収益を
児童養護施設・自立援助ホーム等に寄付をする
ことで社会的な貢献も目指します。

２０１９年は４月２１日に栃木警察署跡地で開催し、
来場者数１５００人、収益を約３５万円程出すことが
出来その分を施設等に寄付を致します。今後も
地域活性化と社会貢献を両立
出来る様活動して行きます。

登録 No．0572

相手の話に耳を傾け、その人の気持ちをほんの少しでも「聞く」ことが
できたとき、話し手も聞き手もお互いに心が和み、ほっこりした気持ちになれる
と思います。そばにいると気持ちがあたたかくなる人と人との繋がりを
目指して、私たち「ひだまり」は生まれました。
現在は７名で月に一度施設での傾聴ボランティア活動を行いながら、
毎月第三日曜日の定例会でお互いの経験を分かち合い、学びを続けて
います。これからは仲間をもっと増やし、活動の機会も増やしていきたいと
願っています。

