
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

とちぎ市民活動推進センターくらら情報紙 VOL.202 

2022 年 

８ 

イベントレポート 

市民活動推進講座 自分らしくいられる地域をつくる 

～ヤングケアラーを考えよう～ 

登録者数：255 提出数：168（すべて賛成） 議案 1 号・2 号・3 号ともに賛成数：255 

上記の通り賛成多数にて可決されました。提出期限が短い中、ご協力ありがとうございました。 

寄せられたご意見（一部抜粋） 

早くコロナが収束し、みんなで集まって活動できるようになると良いと思っています / 役員の数

を増やしてもいいのではないかと思います / くららフェスタが開催できるように協力したいです 

利用者アンケートの結果については、9 月号で報告いたします。 

令和 4 年度くらら利用者協議会全体会議 書面議決の結果報告 

 

～ 高校生たちの探究と地域活動の発表会＆交流会 ～ 

社会や環境をよりよくするために自分たちにできること、 

地域の課題解決（地域づくり）や SDGs につながることについて、 

他校の高校生たちと学び合い、一緒に考えてみませんか？ 

日 時：8 月 20 日（土）13：30～16：30 

場 所：キョクトウとちぎ蔵の街楽習館 1 階大交流室 

対 象：栃木市に在住または通学している高校生（中学生も可） 

申込方法：くららへ電話・メール・申込みフォーム（QR コード）にて 

【発表してくれる高校生のみなさん】 

①栃木農業高校農業環境部地域デザイン班「伝統工芸と有機農業をつなぐ箒づくり」 

②中嶋陽大さん（開智未来高校 2 年）「渡良瀬遊水地版 SDGs をつくろう！」 

③栃木翔南高校 2 学年「課題研究・SDGs について」 

 

Youth Action Meeting 2022 参加者募集 

くららの SNS 

Facebook Twitter Instagram 



顕彰・助成金情報 
 

  

       住友生命保険相互会社 

未来を強くする子育てプロジェクト 
 

 より良い子育て環境づくりに取り組む個人・団体を募集します。 

各地域の参考になる特徴的な子育て支援活動を社会に広く紹介し、他地域への普及を促すことで、 

子育て環境を整備し、子育て不安を払拭することを目的としています。 

対象事業：子育て支援活動 

対象団体：地域において子育て環境づくりに取り組む個人や団体 

表 彰：スミセイ未来大賞（2 組程度）表彰盾、副賞 100 万円  

スミセイ未来賞（10 組程度）表彰盾、副賞 50 万円  

応募締切：令和 4年 9月 9日（金） 

問 合 せ：「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局 TEL 03-3265-2283 

       公益財団法人 ベネッセこども基金 

重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成 

 

日本全国の地域において、重い病気により学びに課題を抱える子どもたちを、その支援活動に取り組む 

団体への助成を通して、支援します。 

対象事業：重い病気により長期入院や長期療養をしている子どもの意欲を高め、学びに取り組む 

手助けとなる事業 

対象団体：特定非営利活動法人、社団法人、社会福祉法人、財団法人等の非営利団体 

（法人格の有無を問わない） 

助 成 額：50～200 万円（総額 1,000 万円程度） 

応募締切：令和 4年 8月 31 日（水） 

問 合 せ：ベネッセこども基金 TEL 04-7137-2570  

       公益財団法人 パナソニック教育財団 
子どもたちの"こころを育む活動"大募集 

 

 毎年、未来を担う子どもたちのために、全国で取り組まれている子どもたちの“こころを育む活動”を 

表彰しています。 

対象活動：家庭、地域、学校、企業などのさまざまなグループで、継続している活動 

子どもたちに持ってほしい“３つのこころ”が育まれる活動 

対象団体：非営利団体（法人格の有無を問わない） 

表 彰：全国大賞（1件）賞状および賞金 50万円 

優秀賞（5件程度）賞状および賞金 20万円 

応募締切：令和 4年 9月 2日（金）  

問 合 せ：パナソニック教育財団 TEL 03-5521-6100 FAX 03-5521-6200 



 登録団体からのお知らせ・イベント情報  

 

      栃木県 

親子で楽しく♪パパと子どものわくわく体操あそび 

    RUN 伴栃木 2022 実行委員会 

           RUN 伴栃木２０２２ 

お子さんともっと遊びたいのに遊び方がよくわからない、いつも同じ遊びしかできない 

などの悩みを持つパパが、もっと楽しく遊べるコツを学びます。 

日 時：令和 4 年 9 月 3 日（土）10：00～11：30 

場 所：パルティ とちぎ男女共同参画センター 

内 容：からだを使った親子あそび、人気絵本紹介など 

対 象：子育て中・出産を予定＆希望しているカップル、父子、3～10 歳くらいまでの 

子どもを持つパパ、子育て支援者などママの参加も可能 

問合せ：パルティとちぎ男女共同参画センター 

TEL 028-665-7706 FAX 028-665-7722 

 

    西方音楽館友の会     

 ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ全曲演奏会シリーズ 

認知症になっても安心して暮らせる街を目指し認知症の人や家族、支援者、一般人の 

人が参加し共（伴）にゴールを目指すイベントです。 

日 時：令和 4 年 9 月 10 日（土）14：00 集合 

場 所：栃木県庁前広場  

内 容：認知症の人や家族、支援者、一般の人がリレーをしながら、一つのタスキを 

つないでゴールを目指すイベント 

参加費：2,000 円（T シャツ代込み）/ 中学生以下 1,400 円 / T シャツ購入のみ 1,800 円 

申 込：メール、FAX、Google フォーム 

問合せ：RUN 伴栃木 2022 実行委員会  

メール runtomo.tochigi.com@gmail.com FAX 028-745-2237 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドファンディング対象のコンサートです。 

日 時：令和 4 年 8 月 21 日（日）15：30 開演 / 追加公演 11：30 開演 

場 所：西方音楽館 木洩れ陽ホール 

内 容：ヴァイオリンとチェンバロの演奏会  

参加費：3,500 円 / 学生（25 歳まで）1,800 円 （要予約） 

問合せ：西方音楽館  

TEL 0282-92-2815 メール info@wmusic.jp 

 

mailto:runtomo.tochigi.com@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 

なにかをはじめても三日坊主におわることが多いのですが、今ネイルにはまっています。それで、ただ短め

に切っていた爪を、最近は形がよくなるようにより意識して切るようになりました。ということは、爪を切

ることは欠かさずに今までやってきていたということです。三日坊主も 3日は続けているんだなぁ。（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。 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

市民活動推進講座 自分らしくいられる地域をつくる～ヤングケアラーを考えよう～ 報告 

令和 4年 7月 21 日（木） 参加者 10名（会場 7名 オンライン 3名） 

＊ヤングケアラー…大人が担うような家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に行う 18歳

未満のこども。日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族への通訳などをしている場合もある。 

家族のケアをすることで本来こども時代に経験できることができなかったり、ケアが大人になっても続くこ

とで進路選択や人生に影響を与えることが問題になっている。講師に仲田海人さんをお招きし、家族のケア

を行ってきた体験談やヤングケアラーの心理分析などのお話を聞いた。意見交換・質疑応答では、那須塩原市

の事例をふまえて、栃木市ではどのように支援を進めていったらよいかという話を深めた。 

地域課題の話し合いの場がきっかけでできた那須塩原市ヤングケアラー協議会では、全世代が相談できる

LINE 相談を行っている。社会福祉協議会や福祉にかかわるスタッフなどが中心になり、それぞれの強みを活

かしてこどもとかかわることができるので、一人ひとりの課題に合わせて柔軟に対応できる。相談の先が重

要で、相談したこどもが福祉や支援につながるように伴走する大人がいることが大切だ。 

こどもと身近に接する大人ができることは、普段のやりとりのなかでケアラーの思いによりそうことではな

いか。誰々のきょうだいとして接するのではなく、その人自身の気持ちを尊重して接することが大事。 

また、ケアラー自身の経験を語る場を開くことでケアラーをささえることができる。親の会やきょうだい会、

家族会など、自分の経験を整理し、人に伝えることができる語り場がもっとあるといいという話もあった。 

【スタッフコメント】今回の講座から、一人ひとりがおかれた環境のなかでこどもたちにできることがある

と感じました。教育・医療・福祉にかかわる支援者だからできること、こどもたちにかかわる大人だからでき

ることを見つけていくことがこどもをささえる第一歩です。これからもくららでは市民一人ひとりができる

ことを見つけるサポートをしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 仲田海人さん 仲田さんの講演・意見交換の様子 

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

