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Tel 0282-20-7131 Fax0282-20-7132
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URL http://www.kurara-tochigi.org

「防災心得 ～地震・大雨～ そのとき、あなたは !?」
■日

時
■場 所

平成 30 年 11 月 9 日（金）14 時～15 時
とちぎ市民活動推進センターくらら（栃木市境町 19－3）

西日本や北海道で大規模災害が相次ぎました。
自宅や職場周辺のハザードマップ、最寄りの避難所は
把握していますか？いつ起こるかわからない自然災害に
備えるための市の危機管理課職員による出前講座です。
この機会にぜひ、ご参加ください。

とちぎ協働まつり 2018
開催されました！
今年度の行先は秋祭り前日の鹿沼。
10 月 5 日（金）に実施しました！
次号にて詳しく内容をご報告します。
お楽しみに！

10 月 21 日（日）、栃木市総合運動
公園で「とちぎ協働まつり 2018」が
開催されました。昨年の台風とは
打って変わって、爽やかな秋晴れの
空のもと、2 年ぶり、念願の開催と
なりました！（4 面にくららのエリア
報告あり）

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 276 回

10 月 9 日（火）14:00～15:00 渡邊勝久さん

『ここでしか聞けない

“とちぎ夢ファーレ”助成事業

報告
いちごの秘密』

今年 4 月、嘉右衛門町にオープンしたいちご屋さん、もう行ってみましたか？
一年中フレッシュなイチゴが食べられると話題です。その秘密を教えてもらおうと、
渡邊勝久さんにご登場いただきました。

♪日

時

♪場

所

♪演 奏
♪料 金

渡邊さんは以前、市場のセリ人として 9 年間いちごを担当したスペシャリスト。石器時代までさかのぼ
るいちご史をはじめ、栄養成分や品種改良などの知識があふれ出し、メモを取るのが追いつかないほどです。
さて、いちごと言えば冬のイメージですが、本来の旬は春。高冷地に苗を運んで収穫時期を早める栽培法

♪問合せ

から、今はビニールハウスごと温度と日照時間を管理する「夜冷庫」での栽培が主流です。栃木県内での生

11 月 18 日（日）14:30 開演
16:45～リコーダー・チェンバロ公開レッスン
西方音楽館・木洩れ陽ホール
（西方町金崎 342－1）
古楽アンサンブル「ムジカ・レセルヴァータ」
前売り 3,500 円 当日 4,000 円
学生 1,800 円（25 歳まで）
リコーダーとチェンバロのレッスン
（要予約）受講料 3,000 円
☎0282-92-2815
FAX 0282-92-2915

正造翁がどのような夢を持って佐野・足利に出向いた
のか、その道筋を辿りながら考えるバスツアーです。
🔵日 時 11 月 23 日（金祝） 8:00～17:00 予定
🔵集 合 藤岡文化会館駐車場（藤岡町藤岡 810）
🔵参加費 2,000 円
（お弁当と飲み物はご持参ください）
🔵定 員 40 名
🔵問合せ ☎090-3140-0733（山口）

産量 1 位は断トツで真岡市、栃木市は 2 位とのこと。
「甘い・大きい・病気に強い」の三拍子そろったとちおとめ、夏でも収穫できるなつおとめ、王者の風格
スカイベリーと、とちぎのいちごは多品種で高品質。梱包資材も進化しているので、贈答品としての需要が
高まっているそうです。贈り物に栃木のいちご、喜ばれそうですね！

心地よい音楽を聴きながら、未来を思うひとときを。
津波で被災した海岸林の再生活動を応援しています。

第 277 回

10 月 19 日（金）18:00～19:30 石林正男さん

『不登校と子どもの教育と人権』
「栃木登校拒否を考える会」
「栃木自主夜間中学」代表の石林正男さんをお迎えしました。
日本では、子どもが学校に行くのが義務だと思われがちですが、義務教育とは「国や保護
者が、すべての子どもに教育を受けられるようにする義務」のことで、子どもには「学ぶ

🌺日 時 11 月 23 日（金祝）16:00 開演
🌺会 場 ぽたり（倭町 5-17 陶珈紗 2 階）
🌺参加アーティスト 小川倫生、Memi Cotan、
マツシマヒデキ、沼尾妙子、牛山すすむ、ほか
🌺料 金 1,500 円（1 ドリンク付き）
小中学生 500 円、未就学児無料
🌺予約・問合せ ☎090-3245-9307（福田）

🐈日 時
🐈会 場
🐈料 金

11 月 25 日（日）14:00 開演
栃木文化会館小ホール（旭町 12-16）
前売 大人 1,500 円（中学生以上）
子ども 1,000 円（3 歳以上小学生まで）
当日券は 300 円増 全席自由
🐈予約・問合せ ☎0282-22-1437（大阿久）
メール mail@dongurira.com

権利」と同時に「安心して休む権利」もあるということです。1989 年に国連で採択された「子どもの権
“とちぎ夢ファーレ”助成事業

利条約」を、読んでみましょう。
子どもが学校に行かないと、親も不安になってしまいますが、まず「辛いなら行かなくていい」と認める
ことが大切です。同じ悩みを持つ親同士で話をすることで、
「うちだけじゃない」と思えて楽になったとい
う感想も聞かれました。
海外では大人数の画一的な学校以外にさまざまな学びの場があり、家庭学習でも義務教育として認められ
るので、子どもは自分に合った居場所を選ぶことができるそうです。日本でもそういう環境ができるように、
どの子も笑顔で学べる環境を作ることは、わたしたち大人の務めなのですね。

くららで話そ！

🎹日 時
🎹会 場
🎹ゲスト
🎹参加費
🎹問合せ

12 月 9 日（日）14:00 開演
栃木文化会館大ホール（旭町 12-16）
オカリナアンサンブル寿々の音
500 円
☎0282-24-5868（岩川）

これからの予定

『防災出前講座 地震・大雨 そのとき、あなたは？』

◆日 時
◆会 場
◆参加費
◆問合せ

毎月第 1・第 3 金曜日 19:00～20:30
くらら会議室（境町 19-3）
無料
☎090-6943-8115（柏渕）

※登録団体数 298 団体 登録会員数 24,844 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（金）14:00～15:00 栃木市役所危機管理課・青木聡さん

共感、安心、支え合いなどを感じながら、
心の荷物を軽くしていきませんか。
匿名で参加できます。

登録 No

団

体 名

活

動 内 容

561

「あねもね」の会

腹話術、日本舞踊、歌のコラボにより、小学校、地域イベント、介護施設等を訪問。

562

学生団体みらとち

栃木県の明るい未来を築き上げるため、学生としてできることに取り組む。

563

ACODA 栃木

機能不全家庭で育った人達同士でミーティングを行い、共感、支え合いをする。

564

栃木県相続診断士会

市民の相続等の手続きがスムーズに行われるようにサポートしていくこと。

565

プアオハナフラ

施設等を訪問し、フラダンスを通じて楽しい時間を共有する。

■11 月 19 日（月）18:30～20:00 坂田中（ばんたなか）さん

『坂田中のコレクション談義 04 日本画の魅力は』
■12 月 9 日（日）15:00～16:30 ハレニャンコ工房さん
『モミの木といのししの消しゴムはんこを作ろう！』
■12 月 20 日（木）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.11』

10/21（日） とちぎ協働まつり 2018
くららのエリア報告
くららは体育館の一部にエリアを構えており、7 つの登録団体の皆様に出展していただきました。
くららのブースでは栃木農業高校からのインターンシップ生の 2 人が大活躍！！
親子連れをはじめとするたくさんの方にご来場いただいて大盛況の 1 日となりました。
【参加団体】◆デモクラティックスクールつながるひろば（Ed camp…参加者がみんなと話してみたいテーマをあ
げ、いくつかのグループをつくり関心のあるテーマのグループに集まって話す企画）◆栃木市中途失聴難聴者協会
（活動紹介・指文字しりとり・絵合わせ）◆鈴木和夫（子ども対象の飛び出すロケットづくり）◆ハーモニー（折り
紙作品展示・体験）◆太平山麓九条の会（おすすめ絵本の展示・長岡の花火の紹介・コスタリカと９条・ダーツ）◆
とちぎ「まちドラマ」制作部（とちぎ「まちドラマ」の上映）◆ネットワークとちぎ（栃木市の明治・大正・昭和の
写真展示）◆キッズワークエリア（新聞記者さん）◆くらら

ハーモニーのクリスマス🎅

新聞の書き方を説明する栃農生

鈴
木
和
夫
さ
ん

新聞づくり体験

👞 👟 👠👢

まちドラマ上映中📹

靴は揃えよう

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。

くららはここです

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。
こんにちは！平子です。今月から 1 面と 4 面を担当することになりました！よろしくお願いします😊10 月は協働まつり
を無事に開催することができて一安心でした。ご来場の皆様ありがとうございます！😊そろそろ朝晩は冷えるようになって
きましたね。昼間の気温との寒暖差で体調を崩さないように皆様もお気を付けください😊4 コマは来月から再開します😊

