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2016 年

とちぎ市民活動推進センターくらら

10 月 Vol.132

●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 Fax0282-20-7132
E-mail kurara-tochigi@cc9.ne.jp
URL http://www.kurara-tochigi.org

■日 時

11 月 15 日（火）14:00～16:30

■会 場 国府公民館（栃木市惣社町 228-1）
【モデレーター】
石井 大一朗氏（宇都宮大学地域デザイン科学部）
【高校生たちの成長を見守るパネリスト】
・阿部 治 氏（栃木工業高校教諭）
・藤野 法之氏（栃木市教育委員会生涯学習課）
・大波 龍郷氏（マチナカプロジェクト）
・野尻 優奈氏（大学生／とちぎ高校生蔵部 OG）
■定 員 100 名
■参加費 無料

■申込み

主 催
 日





時

笑みの会
12 月 3 日（火）

13:30～15:30
会 場 とちぎ市民活動推進センター
持ち物 ハサミ
材料費 200 円
定 員 20 名
（先着順）

☎0282-20-7131（くらら）




くららのエリア
エリア長
宇賀神雄太さん
（デモクラティックスクール
つながるひろば）





今年も素敵なステッカー＆ストラップ完成！
それぞれ 500 円！この収益金が、まつりを
支えます！ご協力宜しくお願いします！

とち介も
【協育のエリア】熊本地震の復興絵手紙展・親子チャレラン大会・家族で脳トレ講座！
【ステージのエリア】“共に”みんなで作りあげる協働をテーマにステージを盛り上げよう！ 来るよ！！
【子育てのエリア】手作りおもちゃ、昔遊びやクラフト体験、おはなし広場、子育て相談！
【キッズワークエリア】仲間と共にお仕事体験♪憧れのお仕事、初めてのお仕事…楽しもう！
【物販エリア】美味しい飲食物の販売や PR ブース出店。フリーマーケットもあるよ！
【スマイルハーツエリア】く～とも café 開店♪介護食和スイーツ＆福祉事業所商品＆福祉体験ゲーム！
【くららのエリア】ふだん気になっている活動（団体）を知るチャンス！ぜひ遊びに来てね！！

※熱気球「ハートランド号」搭乗体験／HALLOWEEN 献血 FES／白バイ展示（警察）／野球大会／
はしご車搭乗体験（消防）／子ども達と選手のサッカー交流会／地域ブース みんなで来てね！
■問合せ とちぎ協働まつり 2016 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 225 回

9月

報告

9 日（金）19:00～20:00 とちぎ歌麿シアタープロジェクト

星野さん

『歌麿・夢芝居“恋しや恋し母子草”～今、なぜ歌麿の舞台なのか？～』
10 月開催の歌麿まつりに向けて、市民からも出演者が募集された歌麿の舞台。

ライブ・フリマ・フード・ワーク＆ハンドメイド
日 時 11 月 19 日（土）10:00～15:00
会 場 つがの里（都賀町）
問合せ soranoko55＠gmail.com

楽しみにしている方も多いと思いますが、より深く味わうために、企画面と内容面から
詳しいお話が聞けました。まず、歌麿シアタープロジェクト事務局長の星野さんから
「蔵の街とちぎ」という看板について、減っていく見世蔵を、いかに維持管理していくのか
という課題や、近年の観光に力を入れたまちづくりの取り組みを紹介
するとともに、世界にその名を知られた歌麿と、その肉筆画が 3 点も

日 時 10 月 19 日（水）
9:00 栃木駅北口前集合

参加費 2,000 円（壬子倶楽部用意のお弁当代）
年会費 1,000 円
10/10 までにお申込みください。
詳細／申込み ☎090-8507-4923（大塚）

発見されている栃木市の知る人ぞ知る関係性に着目し、これを活かさない手はない！
と、スクリーンを使って分かりやすく説明していただきました。
そして、謎に包まれた歌麿の身の上について【歌麿を活かした
まちづくり協議会】の会長である大木さんより、明らかになって
いないからこそ想像と創造の余地がある、ということで、栃木の
歴史や歌麿の作品についての様々な研究をヒントに、感動的な

日 時 11 月 20 日（日）13:00 開演
会 場 栃木市栃木文化会館小ホール
ゲスト ゴスペルクワイア
KURA STAR VOICE
問合せ ☎0282-23-1138（町田）

入場
無料
日 時 10 月 30 日（日）13:30 開演
会 場 油伝味噌 奥座敷（嘉右衛門町）
語り手 石原惠子・板橋千代子・大友桃子・
志鳥桂子・柴田健一・間中一代
昔語り 【雪】雪太郎／雪女と炭焼き爺
【月】月を拾いに行った爺様／月日雷の旅立ち
【花】月見草の嫁／びっきの坊様／桔梗
箏演奏 アンサンブル翠
入場無料 当日先着 30 名
問合せ ☎080-5424-2994（間中）

ストーリーが編み出されたという秘話を披露していただきました。
上演がますます楽しみになりましたよ！
（上演は 1 日と 2 日。皆さん、ご覧になりましたか？）

第 226 回

9 月 19 日（月・祝）10:30～11:30
「はい」
「いいえ」クロスロードあなたはどちらを選びますか？

『災害ゲームで学ぶリスク・コミュニケーション』

日

「クロスロード」は、カードを用いたゲーム形式による防災教育教材です。
「大地震で、避難所に避難しなければならない。しかし、家族同然の飼い犬
“もも”（ゴールデンレトリバー）がいる。一緒に避難所に連れて行く？

時

10 月 18 日（火）～23 日（日）
10:00～18:00（月曜休館）
会 場 まちかど美術館（小山市） 入場無料
問合せ ☎0285-21-3381

♪日 時 11 月 12 日（土）
14:00～16:00 チェンバロリサイタル
16:30～18:00 公開レッスン
♪会 場 西方音楽館 木洩れ陽ホール（西方町）
♪チケット 前売 3,500 円 当日 4,000 円
♪問合せ ☎090-5535-9857（中新井）

連れて行くーYES 連れていかないーNO」。ゲームの参加者は、一人ずつ、
カードに書かれた事例を読み上げます。そのグループの皆が、自らの問題として考え、YES か NO かで自分の
考えを示します（多数派を予測する、というやり方もあります）。迷わず YES！迷って迷って NO…同じ
事態でも、置かれている状況や立場の違い、自分の価値観によって、さまざまな意見がでてきます。話し合う
ことで参加者は、自分の考えとは違う意見・価値観に気づきます。災害は突然やってきます。その時になって
あわてないためにも日頃から「こういう時、自分だったらどうするか？」と考えておくことは（たとえ答えは
出なくても）とても大切なことで、なるべく多くの皆さんに体験してもらいたいと思いました。

衣から、世界と、私たちの暮らしを考える
5 人の作り手さんと、語り愛（合）う映画会

♣日 時 10 月 22 日（土）①9:30～②14:00～
♣会 場 益子の駅舎（益子町益子）
♣参加費 予約 1,200 円
当日 1,500 円
学生以下無料（ボランティア参加特典あり）
♣問合せ ☎080-3487-1698

くららで話そ！ これからの予定

（トランジションタウン栃の木 高木）

・・・・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 20 日（木）15:00～16:00

栃木農業高校の生徒さん

『私たち、くららでインターンシップをしています！』
■11 月 10 日（木）15:00～16:00

スピカ 寺内悠子さん

『ティーバッグで作る 美味しい紅茶の淹れ方』
■11 月 19 日（土）14:00～15:00

マルコの家 小田文裕さん

『里親への誘い』

皆さま！
どうぞ
お気軽に！

Hotto hitoiki
Tukimasyou…

小劇場笑輪館（しょうわかん）は、お笑いライブ・音楽
ライブ・演劇・映像・講演・イベントなどの活動拠点と
してオープンしました。一緒に企画を考えてみませんか？
問合せ ☎0282-24-1110（鈴木）

※登録団体数 257 団体 登録会員数 23,694 名（8 月末）
※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

団

体 名

活

動 内 容

524

思川開発事業と栃木市の
水道水を考える会

思川開発事業と栃木市の水道水を考える。

525

ぬくもりの灯実行委員会

イベント会場での竹灯篭展示を通して、文化の継承や地域資源の活用を
広めたい。

9 月 6 日（火）9:00～10:00、1 時間 1 本勝負！くららの大掃除でした。ふだんできない「高～いところ」
「換気扇」や裏の「草むしり」や「ブラインド」や「窓ガラス」「網戸」などなど、皆さんの協力のお陰で
あちこちがすっかりピカピカ！きれいになりました！掃除の後は交流会。一人一人、自己紹介を
しながら、団体の思いを話しました。平日にも関わらず、
ご参加くださった皆さま、本当にお疲れさまでした。

歴史的町並みを活かした
まちづくり講演会

「手のひらからひろがる未来 ヘレン・ケラーになった女子大生」著者

荒 美有紀氏

入場
無料

講演会

『手のひらから広がる未来』
日

時

10 月 18 日（火）13:30 開会

会

場

栃木市藤岡文化会館（藤岡町藤岡）

主 催 下都賀地区小中高校 PTA 連絡会
問合せ ☎0282-23-3422
（下都賀教育事務所ふれあい学習課）

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。

～金沢の事例から考える地方創生時代のまちづくり～

講

師

川上光彦氏（工学博士）

日 時 10 月 29 日（土）14:00～16:00
会 場 栃木市役所 3 階 正庁（万町）
定 員 100 名
主 催 栃木市 宇都宮大学教育学部陣内研究室
問合せ ☎0282-21-2573（栃木市総合政策部蔵の街課）

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。
暑い暑い、と言っている間にすっかり秋ですね…。10 月は各地域でイベント目白押し！「歌麿まつり」
「協働まつり」
「お蔵のお人形さん巡り」…ひとつのイベントを実行するためにどれだけの事前の準備や裏方仕事があることか…スタッフの
皆様、本当にお疲れさまです！でもね、その準備が楽しくて、ついつい深みにはまっちゃう方も多いのでは。ならば、各種
イベントにはどんどん参加して楽しみましょうね～「協働のまちづくりセミナー」若者の出番です！お楽しみに！「とと
姉ちゃん」終わってしまいましたね。ささやかな幸せの積み重ね…いい言葉でした。一日一日を大切に過ごしましょう

・・くらら登録団体活動紹介・・

とちぎ娘町推進協議会

登録 No．0494

栃木商工会議所青年経営者会、女性メンバー5 人にて 2015.4 月に発足。
経営者である私たちが、生まれ故郷である栃木市を着物で町おこしをしたいと考え、
設立しました。2015.11 月には、
「着物コンテスト」を開催し、また、2016.8 には
蔵の街サマーフェスタにて「浴衣 COLLECTION」を開催、大成功を収めることができました。
これからも、日本の伝統、文化を継承しつつ、蔵の町並みに合う「着物」を通して
地域活性化を試みております。宜しくお願い申し上げます。

「蔵の街ふるさとまつり着物コンテスト」2015

❤ お問合せ先

とちぎ娘町推進協議会

FB 検索

登録 No．0495
私達はシルバー大学のクラブ活動の一環として約 1 年前にカントリーダンサーズとして誕生
しました。カントリーダンスとは耳慣れないダンスですが、カントリーミュージックをバックに
踊るアメリカ生まれのダンスです。
現在、部員は約 40 名で、月２回、講師を迎え練習しています。
美しい音楽に合わせて軽やかに踏むステップは、踊る人はもとより、見る人をも酔わせます。
曲目は「テネシーワルツ」
「ユーアーマイサンシャイン」「カントリーロード」等で、今後は
ボランティアにも力を入れていきたいと思っています。
興味のある方はぜひご連絡をお待ちしています。
（くららまで）

 Oyama インターナショナルフェスティバル（2016/2/13）

・・くらら登録団体活動紹介・・

藤村屋地名活用研究所

登録 No．0496

藤村屋地名活用研究所は、伝統的地名に含まれる情報を解析し、
地域の個性を現在の地域に活用する研究をしております。
伝統的地名は、そのほとんどが地形・地質・歴史などの要素に由来
するものであり、これはいわば地域の個性であるという言い方ができます。
そのため、既存の地域の個性を強化することはもちろん、地名に
2016/7/18
フィールドワーク（下館）

含まれている情報や関連する情報から新たな地域資源を発掘し、より
地域に根ざした地域活性化に貢献することが可能です。
こくちょう

栃木市内の例では、倭町の足利銀行脇にある東銀座通りはかつて石町と呼ばれていました。
「石」はこの場合石高と同じ意味で、穀物を指します。
つまり、石町は米穀商の集住によって成立した町である
ことがわかります。
このように、伝統的地名を紐解くことによって
地域にどのような人々が住んでいたのか、そして
どのような歴史的事象があったのかがわかるのです。

2016/3/20 第 2 回 栃木大会の展示

「栃木町の町名から見る地名活用」

登録 No．0497
私達、東陽は『より多くの人たちにハンドボールを楽しんで
もらいたい』という思いから、小学生、中学生、高校生、一般
(トップチーム)のクラブチームとして活動しています。
ハンドボールをご存知ない方もいらっしゃるかと思います。
縦 40m×横 20m のフットサルと同じサイズのコートに
ゴールキーパー１人、コートプレイヤー6 人で、ゴールにシュ
ートを決めた数を競うスポーツです。日本ではマイナースポーツですが、実はヨーロッパではサッ
カーの次に人気のスポーツなんです。空中に飛び上がってシュートするジャンプシュートやボール
を握っているからできる華麗なテクニック、身体接触の激しい攻防など、ダイナミックで見どころ
満載のハンドボールをやりたい仲間が年齢問わず集まって楽しむこと、
さらには、栃木県のハンドボールの普及、強化を目標に指導や運営に
励んでいます。そして、６年後に栃木県で行われる国民体育大会で、
栃木市がハンドボールの競技会場となっており、栃木市近郊の方々に
もっとハンドボールを知ってもらおうと、ハンドボールの PR 活動も
行なっています。また、昔ハンドボールをやったことがある方のために
マスターズチーム設立を計画中です。現在は年４回程度の活動を行なっています。
興味を持たれた方は、遠慮なくご連絡下さい！
連絡先 ☎090-2117-6176（志賀） Mail yusuke.handball@gmail.com

・・くらら登録団体活動紹介・・

登録 No．0498
國學院大學栃木高等学校剣道部 OB 会（以下國栃会）は、母校である國學院
大學栃木高等学校（以下國栃高）剣道部の入部希望者増加と強化のバックアップを
していることはもちろんですが、さらに栃木市を主とした少年剣道界の発展と
強化への活動をしています。具体的には、毎月第二土曜日、１０時頃から國栃高
剣道部道場で稽古会をおこなっております。こちらは出身校や年齢を問わず
どなたでも参加できます。参加費などはありません。
また毎年一度、國栃会主催、國栃高および國栃高同窓会後援にて、市内すべての中学校ならびに
県内外の強豪中学校を招待した、中学生剣道大会「丸山杯争奪中学剣道大会（以下丸山杯）
」を
國栃体育館にて開催し、特に市内の中学生には、滅多にない市外や県外の強豪中学校との試合
機会の提供ならびに交流の機会となっております。詳しくは國栃会 Facebook ページならびに
丸山杯ＷＥＢページをぜひ御覧ください。
●國栃会 Facebook ページ
http://www.facebook.com/kokutochikendo/
●丸山杯ＷＥＢページ
http://kokutochikai.wixsite.com/maruyamahai/blank
●お問合せ
kokutochikai@gmail.com

登録 No．0499
「何気ないありふれた現代の風景が、失われた過去の風景と
重なって人は歴史を最も身近に感じる」…そんな体感をしたく、
私たちは歩くのかもしれません。
「歴史と文化を歩く会―栃木」は昨年の９月から活動を始め、
今年の１月に発足しました。発足のきっかけは、栃木市民大学が
平成 26 年度に行った「利根川・江戸川現地学習ウォーキング」
でした。「これからも歴史を学びながら風景を楽しんでいこう」
巴波川上流川原田「天神橋から笹淵」 と思った参加者が中心に歩く会が生まれました。
「あの史跡に行ってみよう」
「一人ではなくみんなでなら歩いて行ける」など気軽に参加し、これまで
「思川―乙女河岸・乙女人車鉄道跡地」
、
「結城城址・結城の町」、
「からくり人形見学・桐生市伝建
保存地区」、「皇居一般参観、江戸城を歩く」、「早稲田大学演劇博物館・目白台を歩く」等と実施して
きました。そして 10 月から初めて栃木市を歩く「圓通寺・栃木城から杢冷川を
歩く」を行ない、12 月には「巴波川上流、沼地・古戦場―川原田を歩く」を
行なう予定です。
私たちと一緒に、今ある風景を眺めながら歴史と文化を歩いていきませんか。
加入をお待ちしています。

・・くらら登録団体活動紹介・・

登録 No．0500
私達、Ｔｅａｍとち介っ人は栃木市・壬生町に在住しているメンバー19 名で楽しく活動しています。
地域を元気にする為には、未来を担う子供達の笑顔が大切な事だと考え、とち介のふわふわハウスを
有志で製作しました。高さ７ｍあるとち介ふわふわハウスは夏祭り等のイベントでご存知の方もいると
思いますが、本当に子供達に大人気です。今年度、私達は【とちぎ夢ファーレ助成事業】団体に選ばれ、
現在、とち介ふわふわハウスキャラバン隊として、栃木市内及び壬生町で子供達の笑顔を地域の力に
変えるような活動を行っております。また、今年度はゆるキャラグランプリ 2016 でとち介を全国
１位にするため、沢山の皆様に投票を呼びかけながら、とち介の応援を行っています。とち介を通じて
市民一体となることが、地域活性化に繋がるのではないでしょうか？全国に栃木市をアピールできる
チャンスです。皆さんの力でとち介を応援し、全国 1 位にしましょう。

くらら情報紙原稿依頼について
～～♪ご協力よろしくお願い致します♪～～
くらら情報紙では、平成 23 年 4 月号から、くららに登録している団体の
活動紹介を、8 団体ずつ番号順に掲載しております。
様式は以下の通りです。
・紙面の大きさ…A４の半分（A５横サイズ）
・文字数…300～400 字
・活動している写真（できれば画像データでいただけるとありがたく）
※順番にご連絡を差し上げております。どうぞよろしくお願い致します。

