
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
       

とちぎ市民活動推進センターくらら情報紙 VOL.211 

2023 年 

５ 

市民活動推進講座  

カレー会～ネパールの文化に触れよう～ 

様々な国の料理をつくる会を定期的に開催します。今回はネパールのカレーをつくります。 

料理を通じて、ネパールの文化や言葉に触れてみませんか？ 

日 時：6 月 10 日（土）10：00～13：00 

場 所：キョクトウとちぎ蔵の街楽習館 3 階 調理室 

内 容：ネパールのカレーをつくって、試食する。ネパール文化の話を切り口に交流する。 

講 師：Pema lamu Sherpa さん Nima Sherpa さん 

参加費：500 円（材料費） 

申込み：電話・メール・FAX・HP の申込みフォームより 

問合せ：とちぎ市民活動推進センターくらら 

        

くららの SNS 
 

Facebook Twitter Instagram 

くららで話そ！ 

Hello-Coffee in 楽習館！ 
新規登録団体の活動紹介 

イベントレポート  

市民活動推進講座 ローカル SDGs 座談会 

～渡良瀬遊水地版 SDGs を立ち上げよう～ 

新規登録団体の活動紹介は以下の 4 団体を 

掲載しています。中面をご覧ください。 

No.607  NPO 法人しゅわ蔵 

No.616  栃木電磁波犯罪被害者の会 

No.618  栃っコ未来育推進会 

No.619  TOSS とちのきサークル 

 

中高生の皆さん！大学生と一緒に学校生活や

進路のことについて話しませんか？ 

日 時：5 月 26 日（金）18：00～19：30 

場 所：キョクトウとちぎ蔵の街楽習館 

    1 階 交流スペース 

対 象：中学生・高校生 

ゲスト：浅野暖斗さん（Hello-Coffee） 

 



 
防災意識の向上や災害への備え、または地域のつながりを絶やさないための多様な活動を支援します。 

対象事業：(1)地域における防災意識向上のための研修会や防災訓練等の事業 

(2)地域における災害への備えとして資機材やその保管庫等を整備する事業 

(3)地域におけるつながりを絶やさないための居場所づくりや見守り等の事業 

対象団体：栃木県内の民間の非営利団体（法人格の有無は問わない） 

助 成 額：上限 30 万円 

対象期間：2023 年 4 月 1 日～12 月末日 

応募締切：2023 年 5 月末日 

問 合 せ：栃木県共同募金会 

TEL 028-622-6694 

社会福祉法人栃木県共同募金会 

赤い羽根とちぎ地域福祉活動活性化特別助成 

助成金情報 

子どもの体験活動・読書活動への助成を行っています。 

対象事業：市区町村規模で、子どもの健全な育成を目的とした体験活動・読書活動 

対象団体：社団法人、財団法人、NPO 法人、法人格を有しない地域のグループ、サークルなど、 

青少年教育に関する活動を行う民間の団体 

助 成 額：上限 50 万円 

対象期間：2023 年 10 月 1 日～2024 年 3 月 31 日 

応募締切：2023 年 6 月 27 日（火） 

問 合 せ：国立青少年教育振興機構 

TEL 0120-579081 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 

子どもゆめ基金 二次募集 

ハンド＆ボディローション『チャリティポット』の売上の全額が草の根団体に寄付・助成されます。 

対象事業：自然環境の保護活動、動物の権利擁護活動、人権擁護/人道支援/復興支援活動 

対象団体：(1)小規模な草の根活動を行っている団体  

(2)他の助成団体から助成金や寄付が集まりにくい団体 

(3)より良い社会を目指して変革するために問題の根本を見極め、その解決に取り組む団体 

(4)波及効果があるプロジェクトを行っている団体  

(5)非暴力で直接的なアクションを行う団体 

助 成 額：10 万円～200 万円 

対象期間：原則 1 年以内 

応募締切：2023 年 6 月末日、8 月末日、10 月末日、12 月末日 

問 合 せ：ラッシュジャパン チャリティバンク事務局 

charity@lush.co.jp 

ラッシュジャパン合同会社 

LUSHチャリティバンク 



 

NPO 法人 栃木おやこ劇場 

人形劇 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 

栃木市を拠点に、演奏・レッスン・Youtube で活動

されている佐藤純一さんのギターコンサート♪ 

日 時：2023 年 5 月 20 日（土） 

開演 14：00（開場 13：30） 

場 所：小山市立生涯学習センター ホール 

内 容：ギターの演奏 

参加費：前売券 2,000 円（当日券 2,500 円） 

問合せ：佐藤純一ギター教室 

TEL 090-3104-0348  

 

鈴木賢二展 VALUE The 賢二 2023 を創る会 

鈴木賢二展 VALUE The 賢二 2023 

 

佐藤純一ギター教室 

佐藤純一ギターコンサート 

栃木市出身の彫刻家・木版画家鈴木賢二の生涯と作

品をたくさんの同時企画と共にお楽しみください 

日 時：2023 年 5 月 20 日（土）～6 月 11 日（日） 

9：00～17：00 火曜日休館 

場 所：栃木市蔵の街市民ギャラリー 

内 容：鈴木賢二の作品展示、同時企画も多数 

参加費：無料 

問合せ：鈴木賢二展 VALUE The 賢二 2023 を創る会  

TEL 0282-22-1093 

西方音楽館友の会 

クァルテット・オチェーアノ 

～ガット弦による弦楽四重奏～ 

古き良き時代の音をほうふつとさせる、ガット弦に

よる弦楽演奏をきいてみませんか？ 

日 時：2023 年 5 月 14 日（日）15：30～ 

場 所：西方音楽館 木洩れ陽ホール 

内 容：ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのアン

サンブル 

参加費：4,000 円 学生（25 歳まで）2,000 円 

（要予約） 

問合せ：西方音楽館 

TEL 0282-92-2815  

登録団体からのお知らせ・イベント情報 

あの“ふしぎ駄菓子屋銭天堂”が人形劇に！人形劇な

らではの温かさと迫力で、銭天堂をご覧ください！ 

日 時：2023 年 5 月 14 日（日） 

開演 14：00（開場 13：30） 

場 所：栃木市大平文化会館 

内 容：人形劇団ひとみ座による公演 

参加費：前売券 全席指定  

A 席 2,800 円 B 席 2,300 円 

おやこ劇場会員は会費のみ 

問合せ：栃木おやこ劇場 

TEL 0282-21-8776 

一般社団法人栃木青年会議所 

育とち 

～WAKUWAKU 子育てフェスティバル～ 

 

VALUE The 賢二 2023 展応援企画！賢二の「カルタ」

などご一緒に楽しみませんか？ 

日 時：2023 年 4 月 29 日（土）～6 月 4 日（日） 

土日祝 11：00～15：00  

場 所：旧永楽屋薬舗見世蔵（とちぎ蔵の街大通り 

山本有三ふるさと記念館向い） 

内 容：賢二が子ども時代の思い出をモチーフにし

た「カルタ」の展示 

参加費：無料 

問合せ：ネットワークとちぎ 

TEL 0282-22-1093 

ネットワークとちぎ 

『木版画家 鈴木賢二 子どもの情景』展 

 

小さなお子さんが体験できるイベント盛りだくさん 

日 時：2023 年 5 月 28 日（日）10：00～13：20 

場 所：キョクトウとちぎ蔵の街楽習館 

対 象：未就学児・園児の子どもがいるご家庭 

内 容：家族で楽しめる体験ブースが多数出展 

参加費：無料 

問合せ：栃木青年会議所 

jctochigi.machizukuri@gmail.com 



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 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 

最近は寒暖差が激しく、日中は暑く、夜は冷える日が多いですね。こういう日を

繰り返しながら、だんだんと夏に近づいていくのでしょう。穏やかで過ごしやす

い日には外に出て自然の中をお散歩するのがぴったりかもしれません。（大塚） 

 

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。 

※くららは、NPO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 

 

 

渡良瀬遊水地の水質改善や環境保全に貢献したい！という想いを抱いている 

高校生との出会いから生まれた今回の講座。琵琶湖がある滋賀県では、SDGs の 

達成と市民の暮らしをつなぐ琵琶湖版 SDGs「マザーレイクゴールズ（MLGs）」 

を掲げ、琵琶湖流域の生態系の保全・再生や、暮らしと湖の関わりの再生など、 

市民・NPO・事業者・自治体等が協働しながら様々な活動が行われています。琵琶湖版 SDGs 作成までの経緯と

活用状況について、滋賀県庁の研究機関「琵琶湖環境科学研究センター」の佐藤祐一さんに講演いただきました。 

1977 年に琵琶湖で淡水赤潮が大発生しました。工場排水と合成洗剤に含まれるリンが要因でした。翌年、合成

洗剤の使用を減らすための「石けん運動」が主婦を中心に草の根的に広まりました。2000 年には琵琶湖の総合保

全整備計画（水質・水源涵養・自然環境・景観に関すること）を滋賀県が策定しました。徐々に水質は改善され

ましたが、新たな問題も生まれています。生物多様性や森林の保全、農林漁業の衰退、暮らしが水辺から遠のい

ているなど。問題が複雑化・多様化している琵琶湖の現状を確認し、私たちにできることを話し合う市民ワーク 

ショップを毎年重ね、計画に反映させてきました。そして、2021 年に琵琶

湖版 SDGs を作成したことで、13の目標達成につながる行動を市民が自ら

考え、自発的な活動が各地で広がってきています。 

 開智未来高校の中嶋陽大さんからは、みんなで取り組むべき目標がロゴ

マークと言葉で可視化できることが地域版 SDGs の魅力だと説明があり、

渡良瀬遊水地版 SDGs の提案プレゼンをもとにみんなで話し合いました。 

編集後記 

登録団体数：２６５団体 

会員数：２３，１７４名 

（令和 5年 5月 1 日時点） 

 レポート  令和 4 年度 市民活動推進講座 

ローカル SDGs 座談会～渡良瀬遊水地版 SDGs を立ち上げよう～ 

今回のワークショップを企画しました開智未来高校の中嶋陽大です。ワー 

クショップを通して「市民が主体となり、行政とも協力しながら作成され 

た目標」という渡良瀬遊水地版 SDGs の理想形に大きく近づくことができ 

たのではないでしょうか。私は来年から大学生となりますので、そこでよ 

り専門的な内容を学ぶことで科学的な面から渡良瀬遊水地の分析を行い、 

そのデータを地域版 SDGs の作成に活用していく予定です。その知識を活 

かしてさらに具体的な活動に踏み込み、渡良瀬遊水地の発展に向けて研究を続けていきたいと思います。渡

良瀬遊水地版 SDGs の完成には皆さんと協力することが必要不可欠ですので、地域版 SDGs 関連のイベント

は今後も開催していく予定です。また機会がありましたらどうぞよろしくお願いします！ 

mailto:kurara-tochigi@cc9.ne.jp
http://www.kurara-tochigi.org/


 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0607 

登録 No．0616 

NPO 法人しゅわ蔵 

しゅわ蔵 

栃木電磁波犯罪被害者の会 

私たちの活動は、主にチラシによる周知活動とポスティングを昨年より行ってまいりました。範囲

は、栃木市を中心に小山、壬生、宇都宮、佐野、足利です。内容としましては、ある組織が関わっ

ているという実際の犯罪、電磁波犯罪、攻撃の事実についてです。日本全国の被害者は、約５千人

から 1万人とも言われ、東京では 525名、栃木県でも 26名の電磁波犯罪被害者が確認されてい

ます。（被害者団体調べ）その他にもまだ攻撃されていても気付いていない方々が多く存在し、一

般の方でも腰の痛みや偏頭痛、心臓病や脳梗塞、手足のしびれにまで及んでいるとされ、私たちの

身体に被害を与えているのです。被害者を一人でも多くこの犯罪から解放してあげたい。その一心

でこの活動が始まりました。 

皆様のご理解をいただき、これからも頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

NPO法人「しゅわ蔵」は 2017年から栃木市や近隣市町のろう者や手話を使う聴者を中心に手話を 

『知ろう』『楽しもう』『学ぼう』をメインにしたイベント▪企画などをやっています。コロナ禍でしば

らく活動を休止していましたが、少しずつ再開しているところです。 

 

 ・木曜お茶の会（キョクトウとちぎ蔵の街楽習館でやっています） 

 ・手話講座（現在 Zoomが中心です） 

 

詳しいことは公式 LINE・インスタ・ツイッターをご覧ください。 

 

和気藹々練習に励んでいます。健康づくり班は、奇数月の第 3金曜日 

（変更になる場合もある）、キョクトウとちぎ蔵の街楽習館で 

レインボー体操・脳トレ・健康チェックなどを行っています。 

ひまわり班は、会員がアイデアを出し合ってやりたいことを企画します。 

ハイキング・ランチ会・よしあかり工作など計画中です。 

また、会報紙「健康とくらし」を手配りしてお互いに 

気に；かけ合い ながら活動しています。 

栃木電磁波犯罪被害者の会 

@syuwakura 

 



 

栃っコ未来育推進会 

和気藹々練習に励んでいます。健康づくり班は、奇数月の第 3金曜日 

（変更になる場合もある）、キョクトウとちぎ蔵の街楽習館で 

レインボー体操・脳トレ・健康チェックなどを行っています。 

ひまわり班は、会員がアイデアを出し合ってやりたいことを企画します。 

ハ イキング・ランチ会・よしあかり工作など計画中です。 

また、会報紙「健康とくらし」を手配りしてお互いに 

気 にかけ合いながら活動しています。 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0618 

登録 No．0619 

栃っコ未来育推進会は、月に 1回程度、栃木市を中心に講演会やイベントを開催したり、行政に関わ

りながら、子ども達の健康を守る活動をしている団体です。メンバーは、子育て中のお母さん達が多

く、子ども達の将来に対する熱い想いをもつ仲間達です。また、今後は子ども達に向けたイベント開催

など予定しており、栃木の未来を地域で育んでいけるような活動を考えています。子ども達の教育に関

する活動に力を入れ、若者が栃木市の活性化に向けた活動を通して、みんなが交流できる場をつくって

いきます。インスタグラムや LINEでの情報発信をしていますので、活動の様子を見ていただき、仲間

になって一緒に活動しませんか。 

 

「TOSSとちのきサークル」は、栃木県内の小中学校教員が集うサークルです。普段の学校での授業の

方法や子どもたちにどのように接したら良いかということをお互いに研修し合っています。毎年、教員

を対象にしたセミナーを開催しています。また、実際小学生の子どもたちを対象に講座を行ったり、五

色百人一首をしたり、地域の良いところを訪ねてまわったりする活動をしています。子どもたちも伝統

文化に触れることで、改めてその良さを体験することができます。また、子どもから大人を対象にした

脳トレ講座も開催して、認知症予防のためのセミナーを市内の施設にて行ってきました。ここ数年は、

コロナ禍のため講座の開催はできず、オンラインによる講座を中心に行ってきました。オンラインでも

楽しい講座を行ってくることができました。どの講座も参加して経験すれば元気をもらえる講座です。

もし、「TOSSとちのきサークル」の主催の講座を見つけたときは、気軽に足を運んでみてください。 

 

TOSS とちのきサークル 

TOSSとちのきサークル 

代表 松本一樹 

@tochicco_mirai 

 

 


