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「とちぎ夢ファーレ実績報告会」が開催されます！
皆さんの「まちづくり」への想いを後押しする“とちぎ夢ファーレ”
。
これは、公益的と認められた事業に対し、栃木市が補助金を交付する制度です。
そして今年も、この補助を受けた 31 団体が、公開で事業の報告を行います。
また、その発表において、特に優れていると認められた団体には、
「とちぎ夢ファーレ☆きらり賞」（発表部門・パネル展示部門）が贈られます。
会場への入・退場は自由です。新しく市民活動を起こしたい方はもちろん、
多くの方のご来場をお待ちしております。

◆日
◆会

とちぎ市民活動推進センター くらら

●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

時：平成 30 年 6 月 17 日（日）午後 1 時 30 分～
場：国府公民館（栃木市惣社町 228－1）

※平成 28 年度の実積報告会より

「平成 28 年度 とちぎ夢ファーレ☆きらり賞」受賞団体

市民活動とは、
市民による「自発的」で「営利を目的と
しない」「社会貢献のため」の活動で、
発表のようす

栃木駅掃除の会

とちぎアマチュアビデオライブラリー

「公益性」を有するものです。
くららは、

❤くららスタッフより ひとこと❤ 「求めよ！さらば与えられん」ではないですが、まだ、くららに
おいでになったことのない方、一度くららへおいで下さい。きっと何かが待っています（小林好雄）二児の
父となり、子ども・若者と地域とのより良い関係を育んでいきたい（大波龍郷）いろんな出会いがあるくらら。
今年度も素敵なつながりが生まれますように！（平子めぐみ）今年度は、くららを出て地域で活動している方々

ボランティア、NPO、社会貢献活動などの
市民活動を推進する拠点として、平成 17 年のオープン以来、

【市民活動推進講座】

さまざまな分野で活動している市民の皆さんの意見交換や交流、

「高齢者福祉施設の職員と
市民活動団体の交流会」

を訪ねたいと思います。その時はどうぞよろしくお願いします（中村絹江）老若男女、人が集まるところに

情報収集の場として活用されています。また、新たに市民活動を

何かが生まれる！これからもくららが楽しみです（小暮光枝）栃木市を明るく楽しく暮らしよくするための

始めたい、団体を立ち上げたい、NPO 法人を設立したい、など、

取り組みがたくさんあります♪お気軽に足をお運びください（福田法華）｢日々成長｣。たくさんの縁や繋がり

市民活動に関する相談を受け付けています。

を大切にして、楽しみながら色んなことを吸収していきたいです（野尻優奈）ピンチヒッターとして、くらら

どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

で今年度も頑張りま～す！（梁島和由）血縁・地縁・友縁・職縁。この世の中は『縁』だらけ～～くららで
ステキなご縁を！（小林淳子）皆さま、これからも‘くらら’をどうぞよろしくお願い致します！

・くららでは、市民活動団体の登録を
随時受付中です。（登録無料）
・毎月 1 日発行のくらら情報紙は、
市内各公共施設等で入手できます。

【協働のまちづくりセミナー】
①「福祉と教育における、
これからの協働」

②「学校・家庭・地域の
協働による地域づくり」

【大平つなぐ会議】

ホームページも見てね！
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※くららは、特定非営利活動法人ハイジが指定管理者として栃木市の委託を受けて管理運営しています。

※写真は平成 29 年度に実施した事業の一部です。

くららでは講座の他に井戸端風サロン「くららで話そ！」や登録団体主催の「交流さろん」等を
企画しています。参加すると→面白い→役に立つ！→仲間が増える→広がっていく！くららの企画に
どうぞお気軽にご参加ください！そして、くららをあなたの市民活動に役立ててください！
今回のくらら情報紙特別号は、51500 部発行。広報とちぎ 5 月号に折り込みました。

くららは、市民の皆さんによる自発的な非営利の公益活動
（ボランティア、NPO、社会貢献活動などの『市民活動』）を
推進する拠点となるものです。
さまざまな分野で活動している皆さんが、活動するうえでの

②作業・印刷室

②作業・印刷室

①会議室

印刷機、コピー機、紙折り機、裁断機が使えます。
情報発信のためのチラシや資料作りに役立ててください。

意見交換や、交流の場として、また、これから市民活動に参加
したい方々の情報収集の場としてご活用ください。

③ロッカー

市民活動に関心のある方や、すでに市民活動を行っている
団体及び個人の方が利用することができます。

①会議室

希望日の 2 ヶ月前から予約（電話、メール、FAX）
できます。会議・講座などにお使いください。
30 人程度の利用ができます。
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休館日及び開館時間以外
の時間帯は、鍵を貸して
対応します。
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⑨事務室
⑦図書・資料・展示コーナー

入口
●駐車場

●栃木図書館返却ポスト

⑧メールボックス

10 台分の

市内の図書館で

登録団体が利用できます。

スペースです。

借りた本を

できるだけ乗り合わせで

返却できます。

お知らせのやり取りや、
他の団体等との情報交換に
お使い
ください。

お願いします。

（DVD・CD・大型絵本を除く）

登録団体からのお知らせ、栃木市・栃木県情報、ポスター・

くららに登録するすべての団体・個人で構成されてい

ちらし・パンフレットなどが展示されています。

ます。年 6 回の役員会と年１回の全体会議を開催し、

皆さまからの情報も受け付けています。お持ちください。

くららのより良い利用の仕方や、さまざまな企画など

●貸出備品（館内使用）

を協議しています。H29 年度の主催事業として、5 月

・プロジェクター
・スクリーン
・ワイヤレスアンプ
（マイク２本）
・ラミネーター（有料）

⑩多目的トイレ
・ベビーベッド
・ベビーチェア
・オストメイト対応トイレ
（緊急災害用予備パウチあり）

※1,500 円／年

④給湯室 茶器を備えています。
茶葉はご持参ください。

⑤パソコン
市民活動に関する情報収集を目的
として、インターネットによる
検索や閲覧ができます。

⑤防災ラジオ
（コミュニティ FM）
災害時には、
市の緊急放送
が聞けます。
平時は FM くらら 857
を受信しています。

⑥交流コーナー

市民活動に関する情報誌、新聞切り抜きなどを
どなたでもご覧ください。

登録団体が利用できます。

活動に必要な備品や印刷用紙などを保管できます。

⑦図書

男子トイレ

ジャンル別にファイリングしてあります。

※印刷（用紙は利用者が持参してください）
・１製版 100 枚まで 100 円。以降 200 枚ごとに 100 円加算
※コピー･･…10 円／1 枚
※紙折り機…100 円／500 枚

⑦資料コーナー

登録団体が利用できます。

登録団体が利用できます。

27 日に国府公民館で全体会議を
開催。9 月 6 日にはくららの大
掃除、11 月 7 日にはふれあい
バスで利便性や観光プランを検証
する視察研修会を実施しました。

センターへの登録がなくても、どなたでも、予約なしで自由に
使うことができるスペースです。飲食も可能です。
簡単な打ち合わせや、待ち
合わせにご利用ください。
ひとが集まるところには、
出会いや、活動のヒントが
うまれます！

⑨事務室・受付

※スタッフにお問い合わせ
ください。

まずは、こちらにお立ち寄りください。
団体（個人）登録や、会議室の予約を受け付けています。
市民活動・ボランティア・NPO 設立
・協働・助成金情報など、お気軽に
ご相談ください。市民活動の経験
豊富なスタッフがコーディネートや
サポートを致します。

