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とちぎ市民活動推進センターくらら 
 

●休 館 日  

水曜日・年末年始 

●開館時間   

月～土 10:00～21:00 

日・祝 10:00～17:00 

とちぎ市民活動推進センター情報紙      2016年 9月 Vol.131 

 

 

〒328-0043  栃木市境町１９番３号駅前庁舎１F 
Tel 0282-20-7131 Fax0282-20-7132 
E-mail kurara-tochigi@cc9.ne.j p  
URL http://www.kurara-tochigi.org 

 
 

 
 

今年のテーマは 
 

■問合せ とちぎ協働まつり2016くららのエリア ☎0282-20-7131  FAX0282-20-7132 

 

くららのエリアでは、例年、老若男女が楽しめる企画・展示を実施して 

います。様々な分野で活動する市民団体が一堂に集まります。新たな人や 

情報の出会いの機会になればと思います。朝ドラ“とと姉ちゃん”では、 

日々の暮らしを快適にしてくれる雑誌が話題になりました。くららのエリア

での出会いにより、市民団体が持つ知恵を「共に」分かち合い、地域の 

活性化につながればと思います。多くのご参加をお待ちしております。 宇賀神雄太さん 

【くららのエリア出展団体】◆デモクラティックスクールつながるひろば（サドベリースクール等子ど

もの多様な学び方紹介・映画“かすかな光へ”［太田堯さん］紹介）◆栃木市中途失聴難聴者協会（難聴

者・中途失聴者・聴覚障がい者の実情や活動紹介・指文字しりとり）◆こくら工房（バルーンアートのプ

レゼント活動）◆鈴木和夫（あそびの学校・手作りおもちゃで共に楽しもう）◆ハーモニー（折り紙作品 

展示・体験教室）◆太平山麓九条の会（ゲーム・平和のメッセージ・平和川柳）◆障がい者の一人暮らし

を考える会（パネル展示・パソコンで画像展示）◆栃木障がい者の自立をめざす会（車いすダンス教室・

写真教室の広報活動）◆県南地区里親会（里親登録推進事業～里親制度についてのパネル展示・チラシ配布） 
 

栃木市内には現在 9 つの高校・高等部があり、 

6,000 人を超える生徒が通学しています。 

そんな高校生たちが将来の栃木ファンになる 

ために、市民や行政ができるアイデアを考えて

みましょう。 

 
 

“とちぎ夢ファーレ”助成事業 

協働のまちづくりセミナー 

高校生 Revolution@蔵の街 2016 

～煌めけ青春カーニバル～ 
 

日 時：9月 19日（月･祝）10～16 

会 場：蔵の街大通り周辺 

主 催：とちぎ高校生蔵部 
 
市内の各高校が集い、見世蔵・空き店舗・広場を使って

活動紹介やパフォーマンスを行うほか、近隣商店・施設

とのコラボ企画や、栃木・鹿沼・日光の高校生グループ 

によるまちづくり討論会など。ぜひお出かけください！ 
 

■日 時：11 月 15 日（火） 

14:00～16:30 

■会 場：国府公民館 
 

※日時・会場は変更になる場合があります。 

  
 

『（仮）高校生を将来の栃木ファンに！』 

（デモクラティックスクールつながるひろば） 



           

                                                         

 

 

登録 No 団 体 名 活 動 内 容 

521 
人工内耳友の会 

［ACITA］栃木支部 
人工内耳のことを正しく理解してもらう活動に努め、地域の福祉向上に 
寄与する。 

522 とちぎ田中一村会 
日本画家、田中一村の生誕地である栃木市において、田中一村の画歴を 
研究発展させたい。 

523 志重式実行委員会 満 40 歳による二回目の成人式の開催 

栃木市観光ボランティア協会のメンバーでもある大野さんが所属されているご縁で、横浜から【アンサンブル

YU】のみなさんが来てくださいました。マンドリンが３本、マンドラ（マンドリンより少し大きく低音域の 

出る楽器）が１本、伴奏のギターが３本という構成。城内町のデイサービス施設からも聴きに来られ、40 人 

近くの聴衆が集まりました。軽快な行進曲や哀愁を帯びた 

メロディー、日本の唱歌など、バリエーション豊かな演奏に、

皆うっとりと聴き入りました。バイオリンのように長く伸ば

す音が出せないので、ピックを使って小刻みに弦を弾くトレ

モロという奏法をすることなど、楽器の特徴を教えてもらい

ました。演奏に合わせて「あざみの歌」「青い山脈」をみん

なで歌い、ビートルズのメドレーはリズムに乗り、楽しみま 

した。演奏会のあとは、差し入れのスイカやブドウをいただきながら歓談。その後、大野さんが日ごろの活動を

活かして、アンサンブルのメンバーを蔵の街観光へとご案内したそうです。こんな交流も素敵ですね。 

 

※登録団体数 253 団体 登録会員数 23,602 名（7 月末） 
※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。 

 

第 223 回  8 月 9 日（火）19:00～20:00 地域未来活性化プロジェクト 粂川さん 

       『栃木市ドットコム・クラウド都市計画 新規参加者説明会』 

 

 

 

 

 

■オカリナ 山村 多恵子 ■ピアノ 久保 亜未 

■朗読指導 本多 晋 

♪日 時 10 月 10 日（月・祝）10:00～16:50 

♪会 場 栃木市栃木文化会館小ホール 

♪入場無料 お好きな時間帯でどうぞ 

♪問合せ ☎090-5550-8410（事務局） 

『まだ東京で消耗してるの？』のイケダハヤトさんや『日本仕事百貨』のナカムラケンタさん 

など、IT 業界から見た地域活性化が各地で話題となっています。ここ栃木市でも『栃木市ドット

コム』という新しいプロジェクトがスタートしました。代表の粂川登さんは「これからの栃木市

が活気づくためには何が要る？」ということを考えた 

とき、IT で地方を活性化している事例からヒントを 

得て、これまでのアナログ世代が築いてきた文化の 

継承となるプロジェクトがしたい、と思ったことが始動のきっかけ 

だったそうです。栃木市にある魅力的なヒト・モノのプラットフォー 

ムになることが期待できますね。 

 

・・・・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？・・・・ 

くららで話そ！ これからの予定 

日 時 9 月 27 日（火）7:50 東武線栃木駅集合 

持ち物 お弁当、保険証 ※歩きやすい服装・靴 
参加費 無料 

※年会費 1,000 円・交通費・入館料は各自負担 

申込み ☎080-1068-6695（柏倉） 

  
■9 月 9 日（金）19:00～20:00 とちぎ歌麿シアタープロジェクト 星野さん 

                 『歌麿・夢芝居“恋しや恋し母子草”～今、なぜ歌麿の舞台なのか？～』 
 
■9 月 19 日（月・祝）10:30～11:30 「はい」「いいえ」クロスロードあなたはどちらを選びますか？ 

                 『災害ゲームで学ぶリスク・コミュニケーション』 
 

※10／9（日）のくららで話そ！は都合により中止となりましたのでご了承願います。 

日 時 10 月 1 日（土）18:00 開演 
     10 月 2 日（日）13:00 開演 16:30 開演 
会 場 栃木市栃木文化会館小ホール 
入場料 一般 2,000 円 学生 1,500 円 

第 225 回   8 月 19 日（金）19:00～20:00 シュガータウンさん 

『日曜クラシック（FMくらら）番外編 アンコール企画サマーバージョン』 

 

皆さま！ 
どうぞお気軽に！ 

 

――『歌麿道中』10 月 9 日（日）13:00～巴波川会場 15:30～例幣使街道会場 お楽しみに！ 

 

喜多川歌麿没後 210 年記念公演 

日 時 10 月 9 日（日）・10 日（月・祝） 

9:30～12:00 受付 

会 場 蔵の街ギャラリー“煌 hikari” 

参加費 3,000 円（着物レンタルと着付込み） 

 

※横山郷土館入館料 
（300 円）別途必要 
 

 

おなじみシュガータウンさんのちょっとマニアックな話そ！今回は「ビートルズ・アナザースカイの旅！」

（ちなみにビートルズ本人によるビートルズはかかりません）スウェーデンから始まり、 

アメリカ、イギリス、プエルトリコ……諸国を「旅」しながら、 

その国の人が歌う、または演奏するビートルズ。シュガーさん 

ならではの多種多様な選曲。アンコール 2曲を含め、参加者の 

皆さんは静かに心ゆくまで至福の時間を堪能したのでした。 

（ザ・ピーナッツの「ComeTogather」初めて聴きました！） 

日 程 10:30～12:00 受付・フリータイム 

12:00～15:00 個人演奏（グループ演奏） 

15:00～15:30 課題曲、合奏 
参加費 500 円 
申込み ☎0282-62-5458（荒畑） 
     E メール cad@arahata.com 

 

日 時 9 月 25 日（日）10:30～16:00 

会 場 体験活動センターわたらせ（藤岡町藤岡） 

 

日 時 10 月 2 日（日）10:30～ 13:30～ 

会 場 蔵の街観光館多目的ホール 

参加費 300 円（各回先着 10 名・要予約） 

ザ・とちぎ 『狂歌を楽しむ』10 月 1 日（土）～9 日（日） 市役所 1 階市民スペース 
ネットワークとちぎ 『歌麿と栃木展』期間中の土・日・祝日 11:00～15:30 永楽屋（山本有三ふるさと記念館向い） 

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！ 

 

報告 

歌麿まつりイベント問合せ ☎0282-21-2573 
歌麿を活かしたまちづくり協議会（栃木市蔵の街課内） 

 

第 224 回   8 月 19 日（金）13:30～14:30 アンサンブルＹＵ  

『午後のひとときマンドリンでお楽しみ』 

 

日 時 10 月 2 日（日）11:00、13:00、14:00 

会 場 横山郷土館 

茶席 500 円（各回 12 名） 

 

日 時 期間中の土・日・祝日 
10:00～11:00 

場 所 山車会館前集合 

 

 

参加費無料 
（申込不要） 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９日と１９日は、 
 
くららに来て、みんなで話そう！ 
お茶しよう！ 

報告 

９日と１９日は、 
 
くららに来て、みんなで話そう！ 
お茶しよう！ 

報告 

９日と１９日は、 
 
くららに来て、みんなで話そう！ 
お茶しよう！ 

報告 

９日と１９日は、 
 
くららに来て、みんなで話そう！ 
お茶しよう！ 

報告 

９日と１９日は、 
 
くららに来て、みんなで話そう！ 
お茶しよう！ 

報告 
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※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・ ・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 

 

私が住んでいた双葉町の自宅で、梅雨明けの時期“おにやんま”が 

たずねてくれていました。 

茶の間の中まで入ってきてしばらく中を飛びまわる、初めて見た時は 

不思議な光景でした。 

「古い家の頃から毎年忘れずに来るんだよ」義母が目をほそめ楽しそうに話していたあの日が 

今は夢のようです。根なし草となり、私達も何ヶ所も住居を移し、心も身体も思うようにならず、 

泣き暮らす日々もありました。そんな時、きのこのメーカーさんに、しいたけ栽培を再開して 

みないかと声を掛けて頂き、栃木に住居を決めることになりました。 

早いもので 4 度目の田植えをすることができました。栃木には、知人もなく、どうなることかと 

心配でしたが、本当に沢山の方々に温かいお気持ちいただき、お世話になり、助けていただき、 

ありがとうございました。今は自分の足で地の上を歩けることに日々感謝しています。 

前を向ける日ばかりではありませんが、やりたいと思うことを形にし、やりとげられる、そんな 

毎日を頑張り、送っていけたらと思います。今後ともよろしくお願いします。 

  ～～～おにやんま  栃木の家まで  飛んでこい～～～ 
 

8 月 2 日（火）からお店を始めました。 

一汁百菜『いろり』栃木市湊町 4-14（旧はやみ食堂）  

☎070-3832-0101 

毎週月・火・水 11:30～15:00（13;30までに入店） 

日替わり定食（デザート＆ドリンク付）1,200 円 

 

“今日という日に感謝して”    朝田 ひろみ 

震災から 5年半。今回は、あさだ農園の朝田ひろみさんに寄稿していただきました。 

朝田さんは 2012 年 2月に初めてくららに相談に見え、それから持ち前のバイタリティで 

前向きにネットワークを広げていきました。 

 

蔵フェス、百八灯流し、TSUGA 盆、ぶどうまつり…8 月は各地域でおまつり花盛りでした！蔵の街花火大会！雨の中
ステージイベントはじめ、小江戸花火や伝言花火、アツく盛り上がっていましたね！雪月花浴衣美人も決定！10 月の歌麿道
中で一緒に歩きますさて「ゆるキャラＧP2016」我らがとち介！は現在第 4 位。どんなに差をつけられても諦めず毎日 
地道にコツコツポチポチ！今回は朝田さんに寄稿して頂きました。美味しい「いろり」に行ってね！夏の疲れも出る頃。
くれぐれも無理のないよう秋のイベントに備えて力をためてファイト！広報とちぎ 9 月号に大波ジュニア登場！見てね 

 
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。 

 

 



 

 

若者からじぃじばぁばまで平和を考える市民の会 

特定非営利活動法人 ともだちのわ 

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0485 

登録 No．0486  

 

『ともだちのわ』は世代間・地域間・男女間のコミュニケーションを活性化することによって 

社会に貢献したいという思いから昨年設立いたしました。 

 ソーシャルネットワーキングサービスの発達によって、広範囲な人たちとより簡単にコミュニ 

ケーシュンがとれるようになった反面、従来の人間関係が希薄化している側面もあることから、 

私たちは主に首都圏地域においてボウリングやバーベキュー、あるいはゲーム大会など、参加者 

同士が直接コミュニケーションをとれるイベントを開催しています。 

また、こうしたコミュニケーション活性化活動の一環として、 

昨今の晩婚化・少子化対策の一助になればと思い、 

会員希望者による婚活イベントも行っています。 

まだまだ、定期開催には至りませんが、イベント 

予定は随時ホームページにて案内しております。 

 

 ホームページ :   

 http://npotomodachinowa.wix.com/friend 

 

2015 年 6 月、上のような思いをもった若者から年長者まで、主に栃木市内の 

市民が集ってできた会です。映画会や、安保関連記事を読んで勉強会を開いたり、 

憲法前文と自民党改憲草案を読み比べながら戦争世代の体験談をきいたり、改憲案に 

ある緊急事態要項を学んだりして「子や孫達の未来のために今できること」は何か？ 

試行錯誤しながら活動しています。 

平和を未来に残すためにご一緒に学び、考え、活動しませんか。 

 



 

 

P.S.G 活動団体 

富田マルシェズ（TM’S） 

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0487 

登録 No．0488  

 

私たち富田マルシェズは、大平町の富田地区を中心にまちづくり活動を行う若者グループです。 

20 代～30 代の若者はもちろん、現役の学生も在籍しています。 

昨年度は新大平下駅や 50 号線西水代交差点付近のゴミ拾い、プラッツおおひらで行われた 

アメリカンフェスティバルへの出店、また、お隣茨城県の下館で 7月に行われた祇園祭では、 

メンバーの女子高生（当時）が出店の企画をし、栃木らしさを前面に出したカフェ企画を行いました。 

そして、とちぎ協働まつり 2015 ではくららのエリアにワールドカフェで参加し、 

大人はもちろん、未成年も女子高生から小学生まで幅広い世代による意見交換が行われました。 

 

私たちの団体は 2年前に 3 人で始まりました。 

こどもたちにもっと空の下で遊んで欲しいと、こどももおとなも 

一緒に楽しめる『遊び』をテーマとしたそらのこマルシェを 5 月 

5 日、こどもの日に永野川緑地公園で開催しました。 

廃材などを用いた外での遊び体験や自然との関わりを通し、 

家族や友達、そして地域の人たちとのコミュニケーションを促し、 

ワークショップ・手作りマルシェ・生の音楽といった芸術の広場も 

設けています。飲食ブースでは地域農家との繋がりから有機栽培や 

無農薬の野菜を使った安全でおいしい、からだに優しい食事の提供 

をしています。 

このイベントを体験・経験する 

ことによって、感動や喜びに 

つながれば、それはこどもたちの『生きる力』になります。 

私たちはその種まきをし、その芽がまっすぐ育つ機会としたいと 

考えています。 

『FREE MARKET MUSIC FES in そらのこ』  

★日時 11月 19 日 10:00〜15:00  ★会場つがの里 

問合せ先 soranoko55@gmail.com 

 



 

 

TOCHICO 日和の会 

グリーンファイブ 

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0489 

登録 No．0490  

 

ママ達のワークショップ→ 

私たちは、“栃木の街とママを繋ぐ”をテーマに、平成２７年１０月から【TOCHICO日和】を 

季刊誌として発行することを主な活動とし、それと同時に、毎月様々なイベントを実施しています。 

児童館や施設などを自分たちで取材をし、ママ目線で現地やスタッフさんを紹介したり、ハンド 

メイド品や料理の紹介コーナーを作り、色々なママさんも取材しています。 
 

イベントとしては、図書館で行い、普段図書館を利用していない人 

にも絵本と繋がるきっかけを作ってみたり、企業に場所を提供して 

頂き、ママたちのハンドメイド品販売やワークショップを行い、育児 

以外の時間や目標を持つことで育児ストレスからの解放をしたり。 

“ママも嬉しい、街も嬉しい”そんなイベントを心がけています。 
 

【TOCHICO日和】は市内と壬生町の幼稚園・ 

保育園を通してご家庭に配布している他、市役所や 

公共施設にも置いて頂いています。 

イベント情報は Facebook などで 

告知をしています。 

ぜひ、どなたでも、遊びに 

来てください！ 

 

大平図書館にて毎月開催の
【TOCHICO☆サロン】 

 

 

大人だけの参加も大歓迎です♪ 

思川大光寺橋下流の堤防美化を

目的に活動しているボランティア

グループです。  

活動は年４～５回 

（7:30～10:00 頃） 

草刈り・ゴミ拾い・低木の伐木を

行っています。 

段階的に茂みをなくすよう 

進めています。  

堤防の景観を良くすることで 

河川の自然観察・散策・ウォーキ

ング・サイクリング等が安心安全

に快適に楽しめる環境になるよう

願っています。 

大光寺橋下流 150ｍ堤防付近 大光寺橋下流 1.2ｋｍ堤防付近 

・・・・ 



 

 

国際ソロプチミスト栃木 

劇団 みなみ  

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0491 

登録 No．0492  

 
私達は栃木県シルバー大学校南校を昨年（平成 27年）9月に卒業。 

学んだことを地域社会に還元することを目標に立て「私達も元気になれる」ボランティア活動は

何か？と始めたのが「笑いと元気をとどける」劇団みなみです。 

素人集団で果たして何ができるのか？暗中模索…。団員は皆シルバー！資金もなし！ 

でも、ちょっと違っていたのが、世の中器用に歩いてきた人々の 

集まりだけに面白いキャラ❤個性❤このメンバーなら何とかなる！ 

監督の号令のもと、元気と明るさだけで始めた活動ですが、 

皆さんの声援で、公演回数もすでに 40回を数えました。 

 

◎活動場所…地域公民館・同窓会・老人施設など 

◎団員紹介 

  リラックス・マツコ  車とおる  加賀○子   

稲刈ッ平  かわのメダカ  おのの小町   

いかりやステーキ  浅香光子  

マギー吾郎の弟子 フラガールズ 

 

国際ソロプチミスト栃木は女性と女児を支援する団体です。 

現在、27名の女性会員で、毎月一回の例会と様々なボランティア活動を行っています。 

 

国際ソロプチミスト栃木には世界 130の国や地域に 

仲間がおり、日本各地にも一万人以上の会員が 

「Best for Women」をテーマに活動しています。 
 

栃木市内での主な活動は次の通りです。 
 

  ・太平山あじさい坂の掃除 

  ・栃木工業高校、栃木農業高校、国学院栃木短大のボランティア活動支援 

  ・栃木市内中学生善行賞表彰 

  ・外国人の日本語スピーチコンテスト（栃木市国際交流協会と共催） 

  ・栃木特別支援学校との交流 
 

その他にも、日本や世界の会員たちと連携し、自立へ向けて努力する女性と女児を応援する活動 

にも取り組んでいます。 

 


