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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
〒328-0043

栃木市境町１９番３号駅前庁舎１F

Tel 0282-20-7131
E-mail

Fax0282-20-7132

kurara-tochigi@cc9.ne.jp

URL http://www.kurara-tochigi.org

くららフェスタは、くららの登録団体が、活動
紹介や交流を通して、それぞれの思いを市民に
伝え、広める催しです。日頃の活動を PR して、
みんなで楽しみましょう！
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【前半

◆主催 とちぎ市民活動推進センター利用者協議会
とちぎ市民活動推進センターくらら

事例発表】

①「壬生町子育て支援グループポケットの取組について」
岡本 恵氏（壬生町子育て支援グループポケット代表）
②「野木町公民館友沼学区分館の取組について」
秋元 吉行氏（野木町公民館友沼学区分館長）

【後半

交流会】

●日
●会

時
場

③「県立栃木特別支援学校における地域連携活動の取組について」
早乙女 陽一氏（県立栃木特別支援学校 地域連携教員）

平成 30 年２月２日（金）13:30～16:15
栃木市藤岡文化会館・藤岡公民館（藤岡町藤岡 810 番地）

●参加費 無料

●定員 30 名

●問合せ ☎0282-23-3422（下都賀教育事務所ふれあい学習課）

９日と１９日は、
“とちぎ夢ファーレ”助成事業

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 256 回

12 月

報告

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

ももこの大作戦！』

この紙芝居は、小中学生が人権について学べる物語としてつくられました。学校に
出向いて読むこともあり、子どもたちの感想が楽しみだというメンバーの皆さんは、
今回も楽しそうに披露してくださいました。
昔話の『桃太郎』にヒントを得た物語はこんな内容です。
（ネタバレあり）

☆日 時 1 月 27 日（土）11:00～14:30
☆会 場 栃木県立学悠館高校（沼和田町２-２）
☆内 容 避難所体験。炊き出し作り。防災クイズ
☆参加料 100 円（当日集金します）
☆大人だけの参加も可能です！
☆締切り １月 23 日（火）
☆問合せ ☎0282-20-7073（さやま・大島）

✎日 時 1 月 28 日（日）13:30～16:30
✎会 場 ぽたり（倭町 5-17 陶珈紗２階）
✎ゲスト 鈴木一真さん（八ヶ岳サドベリースクール）
✎参加費 500 円
✎問合せ/申込み ☎080-5477-01438（宇賀神）
facebook で情報発信中！
“とちぎ夢ファーレ”助成事業

～ももこは、遊びも勉強も手伝いも一生懸命で、心も体も健康な明るい子に育ちます。おじいさんとお
ばあさんは「女の子だからダメだ」と決めつけずに、のびのびと育てました。成人したももこは村のため
に働こうと村長を志しますが、村人からは偏見の目で見られます。そんなことは気にもせず、村を荒らす
鬼たちに対して、鬼ができること、人ができることを示し、共に仲
良く暮らす方法を考え出し、平和な村を築きました～
男か女か、人か鬼かよりも一人ひとりを大切にしようというメッ
セージがよく伝わる物語です。くららでも読むことができますよ！

第 257 回

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』
今回の、シュガータウンさんのファンタジーワールドのテーマは、筒美京平と
大瀧詠一。内容は大きく分けて二つ。二人の音楽のバックボーンと、それぞれの

🔪日 時 1 月 27 日（土）13:00～16:00
🔪定 員 先着 25 名
🔪持ち物 エプロン、三角巾
🔪申込み／問合せ ☎090-5519-8861（樋口）
🍚日 時 1 月 28 日（日）12:45～15:00
🍚定 員 先着 60 名
🍚持ち物 マイはし
🍚申込み／問合せ ☎090-5587-0150（新田）
2 日間共通

曲作りの秘密。シュガータウンさんの独擅場(どくせんじょう)。

◆会 場：栃木保健福祉センター（今泉町 2-1-40）

しかし、一筋縄でいかないのが、シュガータウン流。前川清の歌で始まった

◆参加費：どちらも 500 円

はずなのに、気がつくとブリル・ビルディング・サウンド（音楽版のときわ荘

🎬日 時 1 月 21 日（日）①10:30～ ②13:30～
🎬会 場 大平文化会館（大平町蔵井 2001-3）
🎬内 容 栃木市民による原作・キャスト。オール栃木
市ロケのまちドラマ全 10 話を一挙上映。
🎬入場料 500 円（高校生以下無料）
🎬問合せ ☎0120-25-1819

あとむの時間はアンデルセン
♪日 時 2 月 11 日（日）13:30 開場 14:00 開演
♪会 場 大平文化会館（大平町蔵井 2001-3）
♪内 容 「劇団あとむ」による音楽劇
♪チケット 前売り 2,500 円 当日 2,800 円
団体（5 名以上）2,200 円
♪問合せ/申込み ☎0282-22-7062（おやこ劇場）

カナ？）に飲み込まれ、浅丘めぐみと、AKB48 が一緒に歌いだし、吉田拓郎がボブ・ディランをうなっ
ているという、シュガータウンさんの多彩な引き出しに幻惑された、楽しい 90 分でした。
蛇足ですが、かなり早く行ったのにシュガータウンさんは
スタンバイ。そこで、本番では割愛された曲を沢山聴きまし
た。The early bird catches the worm.これも音楽図鑑の
楽しみ方の一つです。

くららで話そ！

🔔日

時

1 月 14 日（日）①10:30～②13:30～
桔梗御膳 12:00～13:00
🔔会 場 つがの里ふるさとセンター（都賀町臼久保 325）
🔔入場料 2,000 円（鑑賞料とお食事代）
🔔問合せ／申込み ☎0282-92-0008
（レストラン桔梗）

✒会 期
✒時 間
✒会 場
✒入館料

1 月 13 日（土）～3 月 21 日（水・祝）
9:30～17:00（入館は 16:30 まで）
栃木県立美術館（宇都宮市桜 4-2-7）
一般 800 円、大高生 500 円、
中学生以下無料（20 名以上 100 円引き）
✒問合せ ☎028-621-3566（栃木県立美術館）

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？
■ 1 月 8 日（月祝）11:00～14:00
『恒例！くららのおしるこ大会』

※登録団体数 283 団体 登録会員数 24,536 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。

登録 No

団

体 名

■ 1 月 19 日（金）14:00～15:00 茂呂貴栄さん、鈴木正之さん（障がい福祉課）

546

『みんなにへルプマークを知って欲しい！』
■2 月 9 日（金）18:00～19:00 松野亨さん（インバウンド推進の会）
『教えて！インバウンド』
■2 月 19 日（月）19:00～20:00 松長友彦さん

『私のコレクション変遷～陶磁器編➀有田焼～』

お友達を誘って
どうぞお気軽に
ご参加くださいね！
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栃木・壬生明るい社会づくり協議会

107 歳まで歩こう‼きんさんに
学ぶ会
とちぎ高校生蔵部 OBOG 会

活

動 内 容

地域社会が信頼と思いやりで結ばれ、助け合いが基本となり、強い
絆の中で「安心して暮らせる、明るい社会づくり」の活動推進。
107 歳まで歩くことができた、きんさんぎんさんの姉「きんさん」
の取り組みを学んで行い健康寿命の向上を目指します。
とちぎ高校生蔵部の活動を組織的にサポートし、培った経験を活か
したまちづくり活動を行い、栃木のにぎわいの創出に寄与する。

平成 29 年度

栃木県マネジメント強化事業

中間報告

■第 1 回 12／7（木）
「人のチカラを地域に生かすコーディネーション」
講師｜土崎雄祐氏（宇都宮大学地域連携教育研究センター特任助教）
コーディネーションという言葉の意味は、さまざまな要素を組み合わせていく
中で、①調整して全体の調和を生み出すこと、②各々の要素を対等・同格にする
こと。子育てや介護が、家族のほかに多様な人材やサービスを組み合わせること
で成り立っているように、家族や地域を頼るよりも制度やサービスを頼ることが
増え、地域のつながりが薄れている中で、必要な要素や情報を集めて組み合わせることがうまくできる
人＝コーディネーターに価値が生まれています。ボランティアや寄付を募って
参加の力を生かすという視点は、NPO の事業が育っていくのに大切です。
そしてその先に、NPO を通じて地域活動に参加した人たち自身が、地域の
課題と向き合い、主体的・自発的に行動を起こし、互いに刺激し合いながら
地域に「誘発的なイノベーション」が起きていくことが示されました。
■第 2 回 12／15（金）
「地域でつくる、お金と人のエコシステム」
講師｜木村真樹氏（コミュニティ・ユース・バンク momo 代表理事／
公益財団法人あいちコミュニティ財団代表理事）
税金、銀行預金、消費支出など、私たちのお金がその先でどう使われていくのか
が見えづらい。地域課題と向き合う NPO にお金が回っていない。木村さんは
そんな問題意識から地域に必要な仕事を「お金」と「人のつながり」で応援しようと、出資を集め NPO
に融資すること、寄付を集め NPO に助成することで、「地域のお金を地域に生かす」取り組みを金融機
関と協働で進めています。また、融資や助成を受けた NPO をボランティアが
伴走支援しています。出資者・寄付者との関係を育むための事業成果や価値を
伝える資料作成、地域課題の調査や寄付集めなど、お金に加えて人のつながり
が大切であり、NPO が地域課題を可視化することで地域に新しいお金の流れと
人のつながりを生み出せることが示されました。
■第 3 回は１／27（土）「
『学び』で人と地域を育むファシリテーション」講師 小見まいこ氏
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。

くららスタッフ今年の抱負11,111 の実行。一日 1 万歩。千文字読む。百文字書く。では拾は？壱は？知りたい人は
くららまで（こよ）地域の教育機関や金融機関とのつながりを築きたい（お）今年は還暦。心に余裕をもって暮らしたい
と思います（な）時間の有効活用を心がけたいです（こみ）小さなことから大きなことまでやりかけたことはさいごまで
（ふ）仕事をためずに、アフターファイブを充実させたい！（や）ダイエットに成功したい！（笑）
（ひ）20 歳になり
ました。より一層大人としての自覚を持って、責任ある行動を心がけたいです（の）今年は還暦…初心を忘れずに（こじ）
皆々様、どんなお正月をお過ごしでしたか？今年も楽しいことがたくさんありますように！どうぞ宜しくお願い致します！

