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みんな
来てね～
ブログ http://ameblo.jp/tochigi-kyoudou/ Facebook https://www.facebook.com/tochigikyoudou/Twitter @tochigi_kyoudou

［協育のエリア］ふるさと栃木を伝える「栃守詩」展示・チャレンジランキング
とちぎ協働まつりは
［子育てのエリア］昔遊び・子育て相談・パネルシアターなど
今年 11 回目！
［地域のエリア］自然と福祉のコラボ！マイ箸づくり・コマの絵付け、車イス・アイマスク体験 参加団体それぞれが
自発的に取り組む
［物販のエリア］飲食物・物品販売・企業 PR・フリマ
おまつりです！
［キッズワークのエリア］協力店でお仕事体験（お店・ステージ・看護体験など）
［ステージのエリア］とち介登場！ご当地キャラクター、お笑い芸人、バンド、ダンスパフォーマンスなど盛りだくさん！
［その他］熱気球ハートランド号搭乗体験・苗木配布・スタンプラリー・白バイ展示・はしご車搭乗体験

［くららのエリア］くらら登録団体が日頃の活動を紹介します！ぜひ！皆様も体験＆発見!!
●栃木市中途失聴・難聴者協会〈活動 PR・聴覚障害に対する啓蒙・指文字しりとりリレー〉●こくら工房〈バ
ルーンアート・震災支援募金活動〉●栃木市パソコン要約筆記サークル「さくらんぼ」
〈デモンストレーショ
ン・体験・カラオケ文字表示で一緒に歌おう・絵本字幕〉●NPO 法人自然史データバンクアニマ net〈活動
PR・軽食〉●NPO 法人栃木県シニアセンター〈i-Pad 体験〉●太平山麓九条の会〈活動 PR・展示・ゲーム〉
●あそびの学校〈工作・活動紹介〉●障がい者の一人暮らしを考える会〈パネル展示・カラーセラピー〉
●学悠館高校 JRC 部〈活動紹介〉●頬笑みの会〈手芸体験〉●（社福）イースタービレッジ 自立援助ホーム
マルコの家〈活動紹介・展示〉●ハーモニー〈折り紙〉●ネットワークとちぎ〈活動紹介・展示〉お楽しみに！

くらら利用者協議会主催

9 月 13 日、恒例くららの
大掃除が行われました。
おかげさまで、日頃はあまり
手の届かない換気扇や窓や
網戸や裏の庭や椅子もすべて
ピッカピカになりました。

2011 年 11 月の話そ！「ひとつかみの米」で、
サビナさんのお話を聞きました。
今回は、その第 2 弾です。かつて
最貧困層で、今 7,000 人のグループの
代表にあるソケールさんからの
メッセージを受け取ります。

※日

みなさま！ ありがとうございました♪

時

11 月 28 日（金）14;00～16:30

※会 場 とちぎ市民活動推進センターくらら
※企画 AHI（アジア保健研修所） ※参加無料
※問合せ 0282-20-7131（くらら）

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 175 回

9月

報告

9 日（火）19:30～20:30

MORO craft 店主

朗読を楽しむ会公演 Vol.16

茂呂裕司さん

「クラとモロクラフトと私」
茂呂さんは「佐野出身、A 型、申年、△才」と自己紹介のあと、今年 5 月
24 日の「MORO craft」開店に至るまでの、楽しい苦労話あれこれを、詳しく
お話してくれました。店のコンセプトは「古くて新しいもの、新しくて美しい
もの」
。アンティーク、古民芸品、生活用具、ステーショナリー等を扱っています。
お店は大通り冨士屋さん（じまん焼き！）の隣です。入口では流木の鳥が迎えてくれます。
「そもそも手が機械と異なる点は、それがいつも心と繋がれていることで…中略…手はただ動くのではなく、
いつも奥に心が控えていて、これがものを創らせたり、働きに悦びを与えたり、また道徳を守らせたりする…
（柳宗悦『手仕事の日本』より）
」を引用し、古くから伝わる日本
人の手仕事がいかに素晴らしいか、を話してくれました。そして、
お店の取材映像、奥様の紹介となれそめなど。お客さんとの会話や

時 10 月 25 日（土）13:15～16:40
場 栃木商工会議所会館 大ホール
容【第 1 部 基調講演】
・釧路湿原を守る市民と行政の取り組み
参加
講師 新庄 久志氏 釧路国際ウエット
無料
ランドセンター主幹
【第 2 部 基調報告】
【パネルディスカッション】
問合せ ☎＆FAX 0282-23-1078（猿山）
日
会
内

日 時
会 場
朗読者
入場料
問合せ

10 月 12 日（日）10:00 開演
栃木市栃木文化会館小ホール
朗読を楽しむ会メンバー19 名
無料
☎090-5550-8410（朗読を楽しむ会）

まちの人達とのかかわり合いが心地よいこの頃だそうです。
皆様もぜひお二人に会いに、お店をたずねてくださいね♪
みんなで作るセーフティネット『フードバンク』を
支援するために 56.7km を 2 日間かけて歩き抜く！

第 176 回

9 月 19 日（金）19:00～20:00 冨樫奈美子さん（國學院大學 4 年）
「J ターン就職を決意した私の栃木愛～山形県民がとちぎに惚れ込んだワケ」
冨樫さんは山形県鶴岡市出身。今は東京の大学で学んでいます。卒業後は U ターン
するかと思いきや、宇都宮で就職します（J ターン）。
「わたしの歴史」
「栃木での 2 年
間」
「就職活動について」
「これから」
「わたしの栃木愛」という流れに沿って、その時
その時に感じた思いを話してくれました。歴史を学ぶなら國學院とすすめられ、紆余

■講 師 大嶽 浩良氏（宇都宮市文化財保護審議会委員）
■日 時 10 月 26 日（日）13:30～15:30
◆日 時 1１月 8-9 日（土・日）
■会 場 蔵の街観光館 多目的ホール
①チャリティーウォーク 56.7（56.7km コース） ■参加費 無料（先着 50 名）
②送り出しウォーク 8（8km コース）
■申込み・問合せ ☎0282-20-8228
③「いろは坂」出迎えウォーク 7（7km コース）
（歌麿まつり実行委員会事務局）
◆問合せ ☎028-622-0021（とちぎ V ネット）

曲折を経て栃木に来たこと。栃木は思ったよりも
とちぎ協働まつり 2014 の
PR もばっちり！

田舎だったこと。まずは、市役所に行ったこと。
そこで『とちぎ協働まつり』を教えてもらい
くららにたどり着いた？のは単なる偶然では
なかったようです。協働まつりでの八面六臂

♠日
♠会
♠料

の大活躍は皆様ご存じのとおり！！そして、
「今」につながります。栃木が大好きという
冨樫さん。これからも栃木のさまざまな活動に
関わっていくつもりです。楽しみですね♪ 皆さんも応援よろしくお願いします。

時
場
金

11 月 22 日（土）17:30 開演
栃木文化会館大ホール
大 人 2000 円 ※全席自由
こども（4 才～中学生）1500 円
♠問合せ ☎090-4372-1866（大阿久）

※登録団体数 239 団体 登録会員数 25,895 名（8 月末現在）
※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。

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？・・・・
■10 月

時 11 月 2 日（日）・3 日（月・祝）
9:30～12:00 受付
※要申込み
会 場 蔵の街ギャラリー煌 hikari
参加費 2,000 円（着物一式レンタル・着付け込み）
申込み・問合せ ☎090-2400-1268（八重桜の会）
日

9 日（木）19:00～20:30 宇田川大介さん（東洋大学大学院博士課程 1 年・別名 地名の宇田川）

登録 No

471

団

体

名

避難者支援「春風」

活

文さん（栃木県国際交流協会・国際理解等推進員）

くらら利用者協議会主催

「ナマステ！ ネパールってこんな国！～青年海外協力隊に参加して～」
■11 月

9 日（日）14:00～15:00 宇賀神雄太さん

「アメリカのフリースクール」
■11 月 20 日（木）18:00～20:00 細内麻恵子さん（ハレニャンコ工房）

どなたもお気軽に
ご参加くださいね♪

❤「消しゴムはんこで、干支のヒツジはんこをほりほり、年賀状にぺタッ❤

内 容

避難者支援

「地名と地場野菜から栃木の魅力を探す」
■10 月 19 日（日）15:00～16:30 栁田

動

♪ねんりんピック栃木 2014
使用後の幟旗を再利用♪

「とちまるくんのエコバッグ」を作ろう！
※幟旗再利用の許可をいただいています。

た小
たさ
めく ♣日
♣会
ま
す

捨てる前にひと工夫を合言葉に
「エコものづくり」を推進啓発

時 12 月 6 日（土）13:00～15:00
場 とちぎ市民活動推進センター
♣参加費 100 円（先着 20 名）
♣持ち物 裁縫道具一式・白もめん糸（太）
♣申込み・問合せ 0282-20-7131（くらら）

9 月 5 日（金）
、西方総合文化体育館において
『西方交流さろん』が開催されました。
はじめに全員が自己紹介をした後、西方地区で
活動している市民活動団体 5 団体がそれぞれの
ゆめの会 舘野さん

活動について紹介しました。くららのスタッフ
大波と小林（八重桜の会）も、飛び入りで発表させて

盲導犬育成支援の会、
西方ふるさと太鼓 荒川さん

いただきました。ありがとうございました。
後半はお茶をいただきながらの交流会。
同じ地域で活動していても、顔を合わせる機会があまりないとの
ことでしたが、お互いに顔見知りになり、情報を交換したり、
わいわいと話が弾み、貴重な時間となりました。
なでしこの会 鮎田さん
※自宅で月 1 回サロン開催

3.11 被災者支援の会
ハンドメイドクラブ 赤塚さん
鮎田さん
※宮城県
亘理町との交流、支援。 ※着物リメイクでバッグ等を製作

感想を話す吉野さん

マチナカプロジェクト
くららスタッフ大波
※栃木の街並みや
古い建物を活用

【感想】西方でもすばらしい活動をしている会があることを知り感心した様々な活動の話を聞いて少しでも
私なりにできることをお手伝いしたいと思った支援もより多くの方に知ってもらいたいと思っていて今日の
PR は有難い最初は戸惑ったがいろいろ話し合いをしているうちに参加してよかったと思ったたくさん勉強
させていただいた。自分たちのワクの中だけでなく広く皆さんとの交わりの中で知識を深めたい有意義な時間
を過ごせた。
「くらら」という言葉や場所は見たことがあったが、実際に話ができてよかったすばらしい企画を
ありがとうございました。ボランティアより「何か知りたい、学びたい」
気持ちが強いが、今日皆さんの話を聞いて肩の力を抜いて何か自分でもできる
ことがあったらいいな…と考えられるようになった実際に団体の方に会い
直接活動の内容を聞くことができ大変参考になった。出逢いを得るチャンスが
でき良かった一日楽しく過ごせた。自分の活動に関心のある方がたくさん
いるような気がする。いろいろと説明させていただきたい。
お茶を飲みながら交流会
お忙しい中、参加してくださった団体のみなさま、ありがとうございました！
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。
実りの秋。何でもおいしい季節ですね（キケンキケン…）秋は、日の出から日の入りまでの時間が四季の中で最も短く、
夜が最も長い季節。一番夜の長い冬至までを「秋の夜長」というそうです。何をして過ごすか、またはあえて何もしない
か…10 月は協働強化月間！あちらこちらでさまざまなイベント盛りだくさん！出会いと交流を通して自分たちの活動
についてじっくり考えてみるのもいいかもしれません夏の疲れを癒しつつ秋の夜長を有意義にお過ごしくださいね

