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平成 29 年度

12／7（木）19:00～21:00

栃木県マネジメント強化事業のお知らせ

土崎雄祐氏

人のチカラを地域に生かすコーディネーション
12／15（金）19:00～21:00

木村真樹氏

地域でつくる、お金と人のエコシステム
◆定員 各回 30 名（要申込み） 1／27（土）13:30～16:３0 小見まいこ氏
◆参加費 無料
「学び」で人と地域を育むファシリテーション
◆主催 栃木県

◆実施 NPO 法人ハイジ（事業受託団体）

◆会場・申込み・問合せ とちぎ市民活動推進センターくらら
☎0282-20-7131 FAX 0282-207132
E-mail

kurara-tochigi@cc9.ne.jp

平成 29 年度 栃木県
若者の社会貢献活動参加促進事業（若い力で広がる笑顔）県南地域

地域ぐるみで子どもの学び・育ちをはぐくむ
「とちぎ未来アシストネット」の実践を例に、
学校・家庭・地域が協働することによる
地域づくりの可能性について考えます。

▲講

師

早乙女 豊氏（栃木市教育委員会事務局生涯学習課）
関口 浩子氏（皆川地域 地域コーディネーター）
▲日 時 11 月 20 日（月）14:00～16:00
▲場 所 国府公民館（栃木市惣社町 228-1）
▲対 象 市民・関心のある方 ▲定員 100 名 ▲参加費 無料
▲問合せ とちぎ市民活動推進センターくらら ☎0282-20-7131

あなたの参加が社会のチカラ！地域で活動して
いる NPO との出会いの場を提供します！

★モデレーター 鈴木廣志氏（NPO 法人ハイジ理事）
☆日時 11 月 26 日（日）14:00～16:30
★場所 栃木県立学悠館高等学校
☆対象 ボランティア・NPO 活動等に関心のある若者
★定員 60 名程度（先着順） ★参加費 無料
☆問合せ・申込み とちぎ協働デザインリーグ
☎028-623-3455（担当／町田・小針）

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 252 回

10 月

報告

９日（土）14:00～15:00 川俣禎康さん

『当事者の声～川俣の福自論～』
スーツ姿で電動車いすを操る川俣さん登場、この日は NPO 法人障がい者の一人暮らし
を考える会」の理事長として、これまでの経験から、障がい福祉や地域福祉のあり方につ
いての自論を語ってくれました。
栃木では街に出ても障がい者の姿をあまり見かけません。保護者や施設任せの傾向を感じるので、まず
は親御さんが積極的に団体に入って仲間を作り、地域の中で活動することで、本人の自主性や社会性も出
てくるし、施設でももっとボランティアを受け入れるなど、利用者と職員と地域の人たちが、お互いに人間同

🌰日

時

♫日
♫会

時
場

12 月 2 日（土）17:30 開演
3 日（日）14:00 開演
🌰会 場 栃木文化会館大ホール（旭町 12-16）
🌰料 金 ※前売りの金額です（当日は 300 円増し）
指定席 大人 2,500 円 中学生以下 2,000 円
自由席
2,000 円
1,500 円
🌰問合せ ☎0282-22-1437（大阿久）
🌰プレイガイド ☎0282-23-5678 栃木文化会館

🍚日 時 11 月 25 日（土）10:00～16:00
🍚会 場 レストランふじ（境町 19-9）
🍚食育メニュー：チキンライス・から揚げ・スープ
🍚内 容
かんたんおかし作り、クリスマスカード作り他
🍚料 金 お問い合わせください
🍚問合せ ☎090-4128-5062（出井）

士という意識で共に暮らす街にしていきたいと、現在、一緒に活動する仲間を募っているそうです。

参加者からは、協賛団体へのお礼など、社会人としてきちんと対応していくこ
とが、活動を継続する上で大切というアドバイスもありました。川俣さんの活
動に興味を持った方は、11 月 12 日、国府公民館で開催される「にじ色まつ
り」に、ぜひお出かけくださいね。

第 253 回

10 月 19 日（土）1８:30～19:30 ファミリーサポートセンターのみなさん

❖日 時 11 月 26 日（日）16:30 開場 17:00 開演
❖会 場 笑輪館（万町 2-14）
❖木戸銭 前売り 1,500 円 当日 1,800 円
❖問合せ ☎0282-24-1110（ふれんず内）
※駐車場は市役所をご利用ください

ファミリーサポートセンターについて
『
村上春樹とブラームス
』
ファミリー・サポート・センターは、０歳～小学６年生のお子さんのいる方で、育児の援助を受けたい方と支

11 月 23 日（木祝）14:30～16:30
西方音楽館 木洩れ陽ホール
（西方町金崎 342-1）
♫内 容 わらべうたで 遊ぼう！コーラスしよう！
ギター・オカリナ演奏
♫定 員 30 名（子どもは手をつないで歩いたり、
一緒に歌える年齢から）
♫参加費 1,500 円
♫問合せ/申込み ☎0282-92-2815

援をしたい方が、それぞれ会員登録をして子育て家庭を支える仕組みです。登録料や年会費はかかりませんが、
利用料は１時間あたり 700 円～800 円です。おもに学童保育や保育園の迎えと保護者が帰宅するまでのお預
かりなどで利用されています。
最近は、支援して下さる会員さんが不足しているそうです。近くに
子どもを預けられる場所があると、安心して子育てできますよね。朝や
夜だけなど時間限定のお預かりでも良いので、子育て家庭をサポートし
て下さる方は、ファミリー・サポート・センターまでご連絡ください。
栃木市が、子育て世代にとって安心して暮らせるまちになるのも、支援会員さんの増加にかかっているかもし
れませんね。参加した方からは、
「ホームページなどで活動の様子がわかれば、登録者もふえるのではないか」
というご意見もいただきました。

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（木）10:30～11:30 高橋有美子さん（子育て世代包括支援センター）
『すこやか子育て教室』
■11 月 19 日（日）14:00～15:00 ハンザキスト五十嵐幸男さん

『シンガーソングライター半崎美子さんを熱く語る！』
■12 月 9 日（土）14:00～15:30 おおひら男女共同参画をすすめる会の皆さん
メッセージ紙芝居『もも子の大作戦』人権について話し合おう。
■12 月 19 日（火）18:30～20:00 シュガータウンさん

シュガータウンの音楽図鑑 vol.7『筒美京平 vs.大滝詠一』
』

☆日 時 11 月 23 日（木祝）13:30～16:30
☆会 場 大平文化会館（大平町蔵井 2001－3）
☆内 容 ≪第一部≫ふれあいコンサート
・大平中吹奏楽部・大平南中吹奏楽部
・プリティママ ・栃の実コーラス
・KURA STAR VOICE
≪第二部≫半崎美子ミニライブ
・モールの歌姫、半崎さんのトーク
「明日へ向かう人」誕生秘話
☆前売券 一般 1,000 円 3 歳～中学生 500 円
※当日券は 200 円増し
☆問合せ ☎090-8173-5564（五十嵐）
☆プレイガイド 大平文化会館、栃木文化会館

❄日 時 11 月 26 日（日）14:00 開演
❄会 場 栃木文化会館小ホール（旭町 12-16）
❄出 演 古口とも子（ピアノ）
大塚道子（メゾ・ソプラノ）
鈴木解子（朗読）
❄料 金 一般 2,000 円 学生 1,500 円
ペア 3,000 円 当日は一般料金のみ
❄問合せ/申込み ☎090-2151-0834（福田）
メール tomokof77@jcom.home.ne.jp

お友達を誘って
※登録団体数 278 体 登録会員数 24,名
※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。

どうぞお気軽に
ご参加くださいね！

登録 No

団

体 名

543 インバウンド推進の会
えい わん

544 いきいきサロン「笑碗」

活

動 内 容

外国人誘客活動を通して、地域、地元活性化に貢献する。
年配者を中心として、近所の人、趣味の仲間、観光客が
気軽に使えるたまり場

『生ギターで、みんなと歌おう！懐かしのメロディー♪』
10 月 24 日（火） 参加者 25 名
ギター演奏は、荒蒔広正さん。
昭和の名曲の数々を、華麗なるギターテクニックで聴かせてください
ました。演奏に合わせて参加者の皆さんも、懐かしのメロディを一緒に
楽しく口ずさみました。
有名芸能人のバックを 20 年務めた荒蒔さん。
当時の意外なエピソードもお話してくださいました。
美空ひばりの「悲しい酒」のセリフの部分は、ちょうど居合わせた
葛城ジローさんが情感たっぷりに語ってくれました。
荒蒔さん

そして、ギターと言えばやはりこれでしょう！と

福田さん

いうことで、名曲「禁じられた遊び」を披露。
素晴らしい演奏に、参加者一同ききほれ、
最前列の方は「まるで私に弾いてくれている
みたい」と嬉しそうにお話くださいました。

♪曲目は…「別れの一本杉」「みだれ髪」
「舟歌」「北の旅人」「影を慕いて」「星影の
ワルツ」「悲しい酒」
「りんご村」「長良川
艶歌」
「くちなしの花」
「禁じられた遊び」
荒蒔さんは、今でも毎日 3 時間の
練習を欠かさないそうです！！

❤あなたの団体も『交流さろん』を企画しませんか？
交流さろんは、登録団体の活動紹介のひとつとして行われています。「自分たちの活動を広く
知ってもらいたい」
「○○についてみんなと話し合ってみたい」
「仲間づくりのきっかけがほしい」
などなど、交流さろんを企画してみたい方は、くららにご相談ください。
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・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』は台風中止、残念…来年の NEXT に乞うご期待！『歌麿道中』は 13 時のみ実施、15 時は中止。
三国志の山車巡行も午前中のみ。雨の中、決行されたイベントもありました。関係者の皆さま、とにかくお疲れさまでした。
自然には逆らえない。つくづく実感した 10 月でした11 月はお天気になりますように！（神様も戻ってくるし）元気に GO！
10／9（祝）くらら副センター長大波に第 2 子誕生！『龍稔（たつなり）』君です！龍秋君ともどもよろしくお願いします

・・くらら登録団体活動紹介・・

こどもの集える場所を考える会
登録 No．0534
このたび、私達「こどもの集える場所を考える会」は、子ども達に
食を通して、健全な育成を願い、地元の野菜を中心に食事を提供し、
多世代交流を推進する場として「地域食堂」を兼ねたコミュニティサロン
「み・かしーた・小さなお家」をプレオープンさせて頂きました。
当日は多くの方々にご参加いただき、感謝申し上げます。
一人ひとりのお子様の笑顔のために……
これからも地域の皆さまと力を合わせていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い致します。

❤ 次回は一足早いクリスマスイベント❤
11 月 25 日（土）10:00～16:00
レストランふじ（シーフードビアハウス Fuji）
お母さん、お父さん、お友達みんなで来てね！

TOCHIGI.LC
登録 No．0537

私たち TOCHIGI．LC の活動は、
「健康で楽しく、
さらに上手になる」を合言葉に 50 代から 70 代の
シニアのメンバーで隔週土曜日の午後練習をしています。
LC とはラージボール卓球クラブの略称で、部員は
全国大会で入賞する者から、初心者まで幅広くおります。県外の試合に行きますと、まだまだ
栃木市を知らない人が多いので、
「蔵の街、巴波川、山車会館」等、栃木の魅力を知ってもらおう
と、ＰＲに努めたり、栃木市のお土産を持って行きます。
また、県外の人たちが栃木に来たときは、
午前中は市内観光に案内し、午後練習します。
栃木から近県や全国にも仲間が増えて行くことを
楽しみにしながら活動しています。

・・くらら登録団体活動紹介・・

ジャパンケア栃木吹上

登録 No．0540

ジャパンケア栃木吹上では、普段は訪問介護（ホームヘルパー）のお仕事をさせて頂いて
いる事業所ですが、地域の皆様にもより介護についての理解を深めていただけるよう、外部
講師を招きながら、現場で働く介護職員とも交流が図れることを目的としています。
平成 29 年 8 月 22 日（火）には、とちぎメディカルセンターの出前講座、地域連携室の
看護師を講師でお招きし、
“病院への上手なかかり方”について講話していただきました。
介護のことについて、こんな話が聞いてみたい、ということがあれば、
これからも地域の皆様と交流を深めながら、共に勉強ができればと考えております。

インバウンド推進の会
登録 No．0543
豊かな自然、温泉の多い栃木県、群馬県の観光地、食事、文化の素晴らしさを海外、特にアジア
近隣諸国へ発信して、自治体の観光政策にリンクした地元貢献・地域活性化の一環として近年急激に
増加している訪日外国人の誘客を推進する事を目的として活動を行っております。
（万人）

1. 栃木県、群馬県内の地方都市ならではの
魅力ある観光スポット、宿及び自然、
歴史・文化に触れる体験コースの調査

7,000

2. アジア近隣諸国では難しい高度医療に
よる検診サービスの調査

4,000

3. 魅力発信のためのパンフレット作成

2,000

4. 県観光交流課主催を始めとした各種
講演会参加、及び海外事務所との
情報共有

1,000

5. 旅行会社との具体的推進活動

訪日外国人旅行者数の推移 （Data:法務省）
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〈主な活動内容〉

