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くららが引越しました

詳しくは中面をごらんください

登録更新について
次の登録番号の団体は、登録更新が必要です。まだの方はお早目にお願いいたします。
0001～0216

0313～0335

0530～0550

0572～0588

0371～0396

0427～0454

0474～0509

・3 月にお送りした登録申請書等の書類に必要事項を記入の上、4 月末までにくららにお持ちいただく
か、郵送、メール、FAX のいずれかで提出してください。
メールの場合、くららのホームページから登録申請書をダウンロードしてお使いください。
・ロッカー（1500 円/年）とメールボックス（無料）をお使いの団体は、4 月末までに更新して
ください。ロッカー代は、くららの窓口で直接お支払いください。
新スタッフ紹介
この春大学を卒業し、新しくスタッフになりました大塚未来です。
大学では 40 日間宮城県塩竈市、福井県越前市で生活しながら地域の生業について学び
課題解決策を考える活動を行ってきました。出会いを大切に、チャレンジ精神を持って
邁進していきたいと思います。くららにお越しの際はお気軽にお声がけください。

おおつか み

き

大塚未来さん

んｎん

１階

くらら利用案内

くらら事務室（まずはこちらにお越しください）
①受付

くららは、市民の皆さんによる市民活動（ボランティア、NPO の設立や運営、社会貢献活動）を推進

団体（個人）登録や市民活動室の予約を受けつけて

するための拠点です。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

います。

登録できます。現在約 300 団体が登録しています。

ボランティアや NPO の設立、運営、協働、助成金情報

なにか活動をはじめたいと思っている方、今の活動をひろめたい方はぜひくららへお越しください。

など気軽にご相談ください。
②交流コーナー

くららに登録すると

誰でも予約なしで利用できます。簡単な打ちあわせや

・市民活動室の利用ができる！

待ちあわせ、情報収集等自由にご利用ください。

・登録団体同士のつながりができる！
・情報紙や HP で情報発信ができる！

出
入
口

市民活動室 2

③掲示物コーナー

③

登録団体活動ファイルを閲覧することができます。

②

⑤

所在地：〒328-0016

関するチラシ等を掲示しています。

栃木県栃木市入舟町６-８

③

③

⑥

キョクトウとちぎ蔵の街楽習館内
出
入
口

FAX：0282-20-7132
メール：kurara-tochigi@cc9.ne.jp
HP：http://www.kurara-tochigi.org

日・祝

10：00～17：00

の連絡のやり取り等にご利用ください。
①

事務コーナー

④

市民活動室 1
10：00～21：00

④メールボックス
登録団体が利用できます。登録団体内や登録団体同士

TEL：0282-20-7131

開館時間：月～土

講座・イベントやボランティアの情報など市民活動に

2階

⑤パソコンコーナー
⑥防災ラジオ

市民活動室１（机 6、椅子 12）
市民活動室 1 内にあるロッカーは活動に必要な備品や
印刷用紙を保管できます。※1 か所 1500 円/年

休館日：水曜日 年末年始

総合案内

くらら事務室

キョクトウとちぎ蔵の街楽習館の印刷機等の利用について
印刷機等は正面入口を入ってすぐの総合案内（事務室）で受付してください。
使用料：1 製版最初の 100 枚まで 100 円 以降 200 枚ごとに 100 円 ※用紙は利用者が持参してください。
利用方法：・印刷機を利用する日の 7 日前までに総合案内で申請の手続き及び使用料のお支払いをお願いします。
電話（0282-24-0352）での仮予約も受けつけています。
・利用日当日は総合案内で印刷室の鍵と消毒用品等を受け取り、予約した時間内でご利用ください。
注意事項：申請手続き（仮予約含む）及び使用料のお支払いは平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間
で受けつけています。
紙折り機、裁断機は無料で使用できます。

4階

市民活動室 2（机 10、椅子 20）
市民活動室 1、2 を利用したあとは掃除にご協力
ください。
ごみの持ち帰りもお願いいたします。
利用希望日の 3 か月前から予約（来館、電話、メ
ール、FAX）できます。
会議・講座などにご利用ください。
ホワイトボードあります。
プロジェクター等ご利用の方は受付まで。

イベント・講座情報
ネットワークとちぎ

太平山麓九条の会

春らんまん平和コンサート

ご当地学教室

栃木市の地形

トリオ・クメタナがお届けするコンサートです。

地形や地質の特徴から、その地域の成り立ちや

日時：4 月 25 日（日）13:30～15:00

過去の水害について考察してみませんか。

場所：大平町かかしの里（雨天時は大平文化会館）
問合せ：太平山麓九条の会

日時：5 月 5 日（水）13:30～15:00
場所：栃木図書館 2 階会議室
解説：阿部治 氏（県立栃木高等学校教諭）

TEL 090-4946-7300（板橋）

定員：15 名（要申込）

TEL 090-5557-5405（大森）

申込：栃木図書館 TEL 0282-22-3542

令和 2 年度市民活動推進講座

大切な人の『つらい』に、今、なにができるか
－ 子ども・若者の生きづらさに寄り添う NPO とともに －
3 月 23 日（火）にオンラインで開催された講座の内容を YouTube で配信しています。
自分自身が、家族が、支援者が、「ひとりにならない」ために。生きづらさを抱えないために。
私たち一人ひとりにできることを考えてみませんか。
参加者の声

・。。

支援する人も孤立しない
ように支えが必要なのだ
と感じた
QR コードから
YouTube 動画が
見られます

大切な人の「つらい」に向
き合うためには助けてと
言いやすい関係性を築く
ことが必要だと感じた。

とちぎ市民活動推進センターくららとは
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です。栃木市をよりよくしようと、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、情報収集・発信の場として活用されています。
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
〒328-0016 栃木県栃木市入舟町６-８
〒328-0016 キョクトウとちぎ蔵の街楽習館内
TEL 0282－20－7131 FAX 0282－20－7132
E-mail kurara-tochigi@cc9.ne.jp
ホームページ http://www.kurara-tochigi.org
※くららは、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。

・・くらら登録団体活動紹介・・

世界平和女性連合栃木第 2 連合会
登録 No．0593

「人類は地球という一つの家に住む家族である」をモットーに 1992 年に設立
された NGO 団体です。1994 年から海外に向けてボランティア活動を行い、現
在は約 50 か国で支援プロジェクトを行っています。団体の活動はとても幅広
く、里親支援や教育支援など必要とされる現場に「支援」という名の愛を届け
ています。
日本国内ではプロジェクトを支える支援活動や留学生支援などの家庭と青少
年のための教育活動を展開していてそれらの活動は会員の会費によって支え
られていて、共に歩む会員を募集しています。
会員のかかわり方は様々で、できることはたくさんあります。気軽にご連絡く
ださい。
栃木第 2 連合会ではガーナを支援しています。 ガーナの子供たち
団体 HP : http://www.wfwp.gr.jp
バザーで支援

ゆうゆう会

登録 No．0595

私たちはシルバー大学南校の卒業生男女約 30 名のあつまりです。「アフリカン
ダンス」って何？それはアフリカ大陸サハラ砂漠より南の「ブラック・アフリ
カ」地域でのおどりの総称です。月２回先生の指導の下で、独特なリズムに合
わせて足を踏みしめ大地の、腕を挙げて太陽のエネルギーを感じ、体を震わせ
声を挙げて心と体を解放します。
今まではインターナショナル祭などで踊ってきました。近い日、皆様に会える
ことを楽しみに頑張っていきます。

・・くらら登録団体活動紹介・・

NA

Field

Tree

グループ

登録 No．0596

皆様、こんにちは、NA FIELD TREE GROUP です。
私たち、NA FIELD TREE GROUP は毎週火曜日にこちらの会場をお借りし
て、薬物やアルコールに問題を抱えている当事者で集まり、ミーティングを行
っています。
ミーティングの内容は言いっぱなし、聞きっぱなしが原則です。
匿名性を大切にしているためどなたでも安心して参加できます。
薬物やアルコールでおなやみの方は気軽に参加してみてください。
いつでもお待ちしています。

特定非営利活動法人栃木市文化のまちづくり協議会
登録 No．0597

本協議会は地域資源を活かし、本市の文化のまちづくりに寄与するための事業
を行っています。
そのために、12 月 5 日(土)に県文書館出前講座として「栃木の古文書を学ぶ集
い」を開催し、特に文書館所有の栃木市関係文書を学びました。
その他、10 月 4 日(日)には、栃木市が生んだ大横綱栃木山の墓参りに東京・雲
巖寺に行ってきました。そして、3 月 7 日(日)には、忘れられている数え 13 歳
の寺社詣「十三参り」を行うなど、楽しみながらまちづくりに励んでいます。

