
 

 

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 
 

 

0282-20-7131 Fax0282-20-7132 
E-mail  kurara-tochigi@cc9.ne.jp 
URL http://www.kurara-tochigi.org 

 

〒328-0043 栃木市境町 19番 3号駅前庁舎１F 

とちぎ市民活動推進センター情報紙      2020 年  特別号 

くららってどんなところ？ 

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。 

今回のくらら情報紙特別号は、51500部発行。広報とちぎ 5月号に折り込みました。 ※くららは、特定非営利活動法人ハイジが指定管理者として栃木市の委託を受けて管理運営しています。 

 

・くららでは、市民活動団体の登録を 

随時受付中です。（登録無料） 

・毎月 1 日発行のくらら情報紙は、 

市内各公共施設等で入手できます。  
・ホームページもご覧ください！ 

とちぎ市民活動推進センターくらら  
〒328-0043  
栃木市境町 19 番 3 号 駅前庁舎１F 
TEL 0282-20-7131 

FAX  0282-20-7132 

E-mail kurara-tochigi@cc9.ne.jp 
URL http://www.kurara-tochigi.org 

 

くらら 

スタッフのひとこと：くららに来たことがない人、くららに来ることを迷っている人、一度来てみてくだ

さい。素敵なスタッフがお待ちしています（小林好雄）/市民一人ひとりのあたたかな関係をつないでいき

たいです（大波龍郷）/使いやすく居心地の良いセンターにしたいです（小暮光枝）/明るく楽しく暮らしよ

いみんなのまちを「くらら」から！（福田法華）/自分ができる減災対策を実行したい！（中村絹江）/くら

らでステキな「出会い」がありますように！！（小林淳子）/続！自分の働き方改革！始めたい！！（梁島

和由）/「そうだ、くらら行こう」そんな場所になったら良いな（島田千晶）/いろんな立場の人がごちゃま

ぜになって話せる場をつくりたいです（平子めぐみ）/今年度もよろしくお願いします(^o^) 

気軽に使って OK 

ポイント① 交流コーナー 

どなたでも使えます。高校生が勉強して

いることも。新たな出会いがあるかも！ 

ポイント③ 栃木図書館返却ポスト 

市内の図書館で借りた本を返却できます。 

（DVD・CD・大型絵本を除く） 

ポイント② 相談受付 

ボランティアをしたいけど、どんな活動があるの？

など、市民活動について気軽に相談ください♪ 

気になる講座に参加しよう！ 

①協働のまちづくりセミナー 

行政職員と市民が、一緒に、まちづくりに 

ついて学んだり話し合ったりする講座です。 

②市民活動推進講座 

市民活動のスキルアップや、活動者同士の交流

の機会をつくることを目的とした講座です。 

※写真は令和元年度に実施した事業の一部です。 

「『らしさ』が育む主体性」 「どうしたらいいの？ 

まちづくりの仲間づくり」 
「想いを伝える 

チラシづくり入門講座」 

「地域と学校が協働で 

つくる探究学習」 

令和元年（平成３１年）度補助金交付団体による 
「とちぎ夢ファーレ実績報告会」が開催されます！ 

 

公益的な事業に対し補助金を交付する“とちぎ夢ファーレ”は、皆さんの「まちづくり」 

への想いを後押しする制度です。昨年度に補助を受けた 32 団体が、一年間の成果報告を行

います。今回は、会場を栃木文化会館の展示室に変更。広さがこれまでの４倍の会場で、一

体どんな報告が行われるのでしょうか。そして、今年はどの団体が「とちぎ夢ファーレ☆き

らり賞」を受賞するのでしょうか。是非、会場にて、ご自身でご確認ください。 

入退場は自由です。多くの方のご来場をお待ちしております。 

 

日時：令和２年 6月 6日（土）午後 1時 30分～（予定） 
場所：栃木文化会館（栃木市旭町 12－16） 

①昨年度の「とちぎ夢ファーレ☆きらり賞」は、２年連続で「田村律之助顕彰会」が受賞！ 

②審査員特別賞は「子育て支援クラブあくあとちぎ」「とちぎ高校生蔵部」「B∞K･Ring」が受賞！ 

➂昨年から会場を３分割。一斉に行うことで、すべての団体が直接報告できるようになりました。 

➃各団体、それぞれ工夫を凝らした報告を行いました。写真は「手話を広める会」。 

 

１ ２ ３ ４ 

昨年度の様子（令和元年 6月 16日 国府公民館） 

栃木駅前交番 

学悠館高校 

栃木駅前郵便局 

とちぎ市民活動推進センター 
くらら 
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栃木信用金庫 
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國學院大學 
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教育センター 

串まつり 
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デニーズ 
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「あなたの半歩 わたしの半歩 

はじめの一歩」 

たった半歩の行動も、みんなで踏み

出せば大きな一歩になります！ 



①会議室 ②作業・印刷室 

③ロッカー ④給湯室 
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●栃木図書館返却ポスト 

 市内の図書館で借りた本を   

返却できます。 

 （DVD・CD・大型絵本を除く） 

 

 

 

 

希望日の 3ヶ月前から予約（電話、メール、FAX） 

できます。会議・講座などにお使いください。 

30人程度の利用ができます。 

 

休館日及び開館時間以外 

の時間帯は、鍵を貸して 

対応します。 

 

 

⑧メールボックス 
 
〈登録団体が利用できます〉 
 
連絡のやり取りや、他の団体 

等との情報交換に使えます。 

登録団体ごとの活動紹介ファイル、新聞切り抜きなど 

どなたでもご覧いただけます。 

 

登録団体からのお知らせ、栃木市・栃木県情報、各種催しの 

ちらし・パンフレットなどが展示されています。 

皆さまからの情報も受け付けています。掲示希望の方は受付 

までお持ちください。 

 

③ロッカー  〈登録団体が利用できます〉 

 

⑦資料・展示・図書コーナー 

 

⑦
展
示
コ
ー
ナ
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①会議室  〈登録団体が利用できます〉 

 

・会議室、作業室、印刷機の利用ができる！ 

・登録団体同士のつながりができる！ 

・くららの情報紙や HPで情報発信ができる！ 

●貸出備品（館内使用） 
  
・プロジェクター          

・スクリーン 

・ワイヤレスアンプ（マイク２本）  

・ラミネーター（有料） 

※スタッフにお問い合わせください。 

 

10台分のスペースです。 

できるだけ乗り合わせでおいでください。 

ご協力よろしくお願いします。 

女子トイレ 

男子トイレ 

活動に必要な備品や印刷用紙などを保管できます。 

※１ヶ所 1,500円／年 

●駐車場 

 

 
・おむつ替え用 
   ベビーシート 
・ベビーチェア 
・オストメイト対応 

       
 

⑩多目的トイレ 
 

⑥交流コーナー 

 

⑨受付 

まずは、こちらにお立ち寄りください。 

団体（個人）登録や、会議室の予約を受け付けています。 

ボランティア・NPOの設立や運営・協働・助成金情報など、 

お気軽にご相談ください。市民活動の経験豊富なスタッフが、 

コーディネートやサポートをします。 

どなたでも、予約なしで自由に使うことができるスペースです。

飲食も可能です。高校生が勉強していることもあります。簡単な

打ち合わせや、待ち合わせにご利用ください。 

②作業・印刷室  

印刷機、コピー機、 

紙折り機、裁断機が使えます。 

情報発信のためのチラシや 

資料作りに役立ててください。 

  ※印刷（用紙は利用者が持参してください） 

  ・１製版 100枚まで 100円。以降 200枚ごとに 100円加算 

  ※コピー･･…10円／1枚 ※紙折り機…100円／500枚 

⑦図書 

 

くららに登録するすべての団体・個人で構成されています。 

年 6回の役員会と年１回の全体会議を開催し、くららの 

より良い利用方法や、利用者同士の交流を深める企画など 

を協議しています。 

令和元年度は、6月 8日に国府公民館で全体会議を開催、 

9月 29日にはくららの大掃除を実施しました。 

視察研修会（2月 28日）とくららフェスタ（3月 8日） 

は、新型コロナウイルス感染拡大対策のため中止となりま 

した。 

 

市民活動に関する情報収集を目的
として、インターネットによる 
検索や閲覧ができます。 
 

茶器を備えています。 

茶葉はご持参ください。 

⑧防災ラジオ 
（コミュニティ FM） 

災害時には、 

市の緊急放送が 

聞けます。 

平時は FMくらら 857を

受信しています。 

④給湯室 

⑤パソコン 
A
E
D 

（
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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、社会貢献活動など）を推進するための拠点を求める声

が高まり、平成 17年に開設されました。 

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

個人の方が登録できます。 

〈登録団体が利用できます〉 


