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とちぎ市民活動推進センターくらら利用者協議会主催

企画
さる年の

笑みの会

『さるぼう」人形づくり

福運アップ!!

苦が去るように、九匹のサル
難が転ずるように、南天の枝

企画

栃木市パソコン要約筆記サークル
「さくらんぼ」

「アイロンビーズでつくる
とち介のマスコット」

12 月 5 日（土）
♥日時 12 月 13 日（日）
13:00～15:00
13:30～15:30
20 名（要申込み）●参加費 200 円
♥日時

●定員
●持ち物 裁縫道具一式・赤い糸・速乾性ボンド

共通
事項

●定員 30 名（要申込み）●参加費 無料

♥会 場 とちぎ市民活動推進センターくらら
♥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 FAX0282-20-7132

10 月 6 日（火）
、平日にも
かかわらず、おおぜいの方が
集まってくれました。
建物まわりや換気扇、天井の
蜘蛛の巣…、普段なかなか
掃除できないところが『ピッカ
ピカ☆』になりました！
ちょうどインターンシップに
来ていた高校生 2 名も一緒に
頑張ってくれました！
皆様に感謝です！
ありがとうございました！
終了後は恒例の交流会で
和気あいあいでした！

団体の活動 PR に
交流さろんを
企画しませんか？

10 月 25 日（日）、第 12 回協働まつりが栃木市
総合運動公園で開催されました！今年のテーマは
「わくわく～小さなわくわく、みんなとつながる！～」
前日準備、当日共に、気持ちの良い秋晴れの中、
24,000 人の来場者で賑わいました！
ご来場下さった皆さん、ありがとうございました。
関係者の皆さん、本当にお疲れさまでした！
（4 面にくららのエリア報告あり）

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 203 回

10 月

9 日（金）19:00～20:00

大嶋寛さん

「栃木に SL が走っていた頃の話（写真を見ながら）」
★日
★会
★内

高校時代から、ＳＬ撮影を始め、関東・東北・北海道を旅行。さらにサイクリング
にも情熱を傾け、本州一周のみならず、中国をもサイクリングする大嶋寛さん。
そんな大嶋さんが、写真や当時の時刻表をもとに、両毛線が電化する前の様子を
話してくれました。まず、取り出したのは 1967 年（ｓ42 年）10 月の時刻表。
1967 年は電化の１年前。そこには、小野寺駅や犬伏駅を含めて今は廃止された駅名が 10 記載されていまし

時
場
容

11 月 29 日（日）10:00～15:00
栃木市つがの里公園（栃木市都賀町）
・サンタとキッズダンス
“みんなで踊ろうクリスマス”
・手作りマルシェ など盛りだくさん！
★問合せ／申込み ☎090-4910-1952（菊地）

た。特に、小野寺・犬伏・東前橋駅は、複線電化工事のため、廃止になったとのこと。その両毛線を走ってい
たＳＬは、上り 621・623・625・627、下り 622・624・626．628 列車で、往復８本。大嶋さんが
通学に使っていた車両は、624 列車。小山発 7:17 栃木着 7:35 の 10 両編成のＣ58。800 人近い学生が
乗り、ほぼ満員状態。栃木駅では、後ろ３両がホームから飛び出していて、前 7 両に女子、後 3 両に男子が

オペラ歌手と道化師のユニット

青い卵 公演

ふくだやごはちまさな

通用亭徳成（釜喜）はじめ、栃木の狂歌師たちと
親交のあった福田彌吾八正名についてのお話を
うかがいます。
講 師 鈴木 和子氏・ 狂歌師の子孫の方々
日 時 11 月 15 日（日）13:30～16:00
会 場 蔵の街観光館多目的ホール（万町）
参加費 無料

乗っていて、駅に着くと男子はデッキから線路に飛び降りて
いたそうです。また、栃木駅の改札を出るまで、15 分から
20 分もかかっていました。時刻表の記号の意味や、「急行
わたらせ」のこと、そして何より懐かしかったのは、かつての
ＳＬの写真を見ながらのお話でした。

日 時 12 月 23 日（祝）14:00 開演
会 場 栃木市国府公民館（惣社町）
チケット 一般 2,500 円
団体割引あり 会員無料
問合せ ☎0282-22-7062（事務局）

皆で、とても楽しい時間を共有することができました。
第 204 回

日

時

場

所

日

時

11／1～15 期間中の土・日・祝日
11:00～15:30
太田家見世蔵（万町） 観覧料 無料

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！」
栃木で生まれ、栃木で育ち、縁あって地元の人と結婚した松本さん。
他県から嫁いできたママから「引っ越してきた頃は土地勘もなく、誰も
知らない、お店も分からない、右も左も分からなかった」という話を聞いて、
小さなお子さんを持つママのために、地元が分かるフリーペーパーを作ろう
と思ったのだそうです。製作費と時間の都合で、年 4 回発行予定です。
まちなかの公園や児童館マップ／おいしいお店紹介／ハンドメイドコーナー（お手軽 DIY）／おうちカフェ
／絵本大好きおやこの絵本紹介／こころのケア（発達障害のお子さんを持つママのケア）／ママの健康／
ヘルス＆ビューティ情報／自然活動団体（アニマ net）の活動紹介／英会話
コーナーなどなど、すてきな内容が盛りだくさんだそうです。初めて
作る冊子を目指していきたいと話してくれました。フリーペーパー
「TOCHICO 日和」はまもなく創刊です！ みなさん、お楽しみに！！

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？

■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！！」
「外国人を理解するために、私たちができること」

第 2 回「朗読 未完の『路傍の石』後編」
12 月 6 日（日）14:00～16:00
講師 瀬戸口 郁氏
会 場 栃木市栃木図書館会議室（旭町）
受講料 1,000 円（資料代）
募集定員 60 名
申込み・問合せ ☎0282-22-8805
（山本有三ふるさと記念館）

栃木に来た方、海外の方などと一緒にいろいろな情報を集めて、皆で

■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

日 時
第 1 回「『路傍の石』とその時代」
11 月 29 日（日）14:00～16:00
講師 円満寺 二郎氏

■12 月 10 日（木）11:00～12:00 「笑いと元気を届けます！劇団みなみ」県シルバー大南校 35 期の仲間です。
■12 月 19 日（土）18:00～20:00 アイリング『クリスマス♪オカリナ♪コンサート♪』

ギャラリートーク

11／7（土）
・22（日）14:00～

観覧料 一般・大高生 500 円

中学生以下無料

上記のイベントの問合せ
☎0282-20-8228（歌麿まつり実行委員会）

箏演奏

アンサンブル翠

日 時 11 月 15 日（日）10:00 開演
会 場 蔵の街観光館 多目的ホール（万町）
参加費 無料（当日先着 40 名）
※登録団体数 232 団体 登録会員数 23,087 名（9 月末） 問合せ ☎080-5424-2994（間中）
※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
お待ちして
います♪

後期 11 月 29 日（日）まで
9:00～17:00
場 所 とちぎ蔵の街美術館（万町）
休館日 毎週月曜日（11／2、4、9、16 は開館）

団

体 名

こまち

494 とちぎ娘町推進協議会
495

シルバー大学
カントリーダンス部

活

動 内 容

着物で町おこしをすること。
カントリーダンスを習得し、ボランティア活動により人々を元気にする。

◆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
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
（活動報告）◆栃木障がい者の自立をめざす会（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

キッズワークは新聞記者
取材してケロケロニュースを
作りました！

「お疲れさまでした！」

準備はまず
シート敷きから

床もピカピカに掃除しました！
❤ ❤ ❤ よいお天気でよかったですね！❤ ❤ ❤ 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。
とちぎ協働まつり 2015 終わりましたね。関わってきたすべての皆さまお疲れさまでした！『継続は力なり』ですね！
さて「秋の夜長」をいかがお過ごしですか。これまでの活動を振り返ったり、積んでおいた本を読んだり…いずれにせよ、
何事もじっくり取り組みたいものです（自分に言い聞かせています）9 月の水害ではおおぜいのボランティアの方々のご協力
有難いことでした。お疲れさまでした。まだ大変かと思いますが、皆さまくれぐれも体調管理に留意してお過ごし下さいね

