
 

 
栃木市母子寡婦福祉会 

ネットワークとちぎ 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0005 

登録 No．0008 

２００１年（平成１３年）に発足した市民団体で、文化的事業の企画・運営や 

まちづくりに関する研究・提言・そして実践をしています。 

おもな活動は、「とちぎ自由大学」の開講、「蔵プロジェクト」（蔵を活かした企画展）です。 

また、他の市民文化団体との連携による文化プロジェクト（とちぎ協働まつり・とちぎの未来

プロジェクト<演劇・ダンス公演>など）に参画しています。 

母子寡婦福祉会は、一人親家庭の皆さんの「頼りになる会」をモットーに活動しています。 

一人ではできないことも、グループならできる場合もあります。団体だからといって、ひとつの

カラーに同化するのではなく、一人ひとりのメンバーの個性を活かせる団体でありたいと思うの

です。絵の具のように混ざることなく、自分をしっかり主張するクレヨンのような存在。自己を

確立することで、他人の個性をひき立たせ、力を合わせて一枚の絵を仕上げる。そんな一箱の 

クレヨンのような会を目指しています。 

※主な活動 

・ワイワイトーク…食事会を兼ねての情報交換 

・母子レクリエーション…ログハウスでのお泊り、バーベキュー、釣りなど 

・サタデーナイトスタディ…毎月第２土曜日１９：００～２１：００ 

・講習会（ヘルパー２級資格）  ・日常生活支援員派遣   ・研修会 

・子育て支援活動   ・クリスマスケーキ作り   ・模擬店での焼きそば出店など 

「ウォーキングイベント in 栃木市」 
ウォーキング後の「魅力ポイント」検証 
ミーティング模様 企画展「わたしのまち あなたのまち再発見」 

（平成 22 年・市内見世蔵） 



D－アイの会は、「出会い・ふれあい・あい(愛)・EYE（目）・

I（私）・DAY」を合言葉に、視覚障がい者とボランティアが、

一緒になって活動している全国でも珍しい団体です。 

視覚障がい者の外出時のガイドヘルプや、共に楽しむリク 

リエーション、小、中学校の総合学習授業に参加し、生徒と

視覚障がい者とが交流し、相互理解を深めています。 
 

活動内容 

・役員会   毎月 

・市内小中学校及び県立栃木農業高等学校でのふれあい授業 

（福祉総合授業）に参画 

・小学校低学年生徒への読み聞かせ授業 

・栃木シルバー大学南校で、障がい者理解の為の福祉授業に 

講師派遣 

・新年会、バス旅行、ふれあいサロン、ふれあい散歩 

・地域生活支援事業（移動支援）として、視覚障がい者の外出時のガイドヘルパー派遣 

 

 
とちぎ協働まつり 

特定非営利活動法人 D－アイの会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0001 

登録 No．0002 

とちぎ協働まつりは、あらゆる年齢、性別、職業の 

市民が集い、企画、運営する市民手作りの市民のための 

まつりです。 

毎年、協働まつりに携わったり参加したりする中で、 

新しい出会いが生まれ、人と人とがつながり、栃木に 

新しいコミュニティが生まれております。 

 

昨年は「つたえる」のテーマの下、 

新栃木市誕生を記念して「とちぎふるさと絵手紙」を募集、１１３３通の応募があり、入選作品で

「とちぎふるさとすごろく」をつくりました。 

くららのエリアも、メインアリーナに場所を移して 

充実した発表がなされました。 

 

今年も１０月２３日（日）栃木市総合運動公園にて、 

更にパワーアップして開催すべく準備中です。 

ご協力の程、よろしくお願いします！ 展示された絵手紙（一部）  

協働まつり2010 フィナーレイベント 



 

 

特定非営利活動法人  蔵の街たんぽぽの会 

はなみずき朗読ボランティア 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0010 

登録 No．0011 

※団体からの原稿（JPEG 画像）をそのまま使用しました。

結成満１５周年を迎え、自分ながら、ボランティアに 

よく続いたなぁとしみじみ感じました。 

それは、素敵な人の和があり、笑顔で斬新なアイディアが 

生まれ出る才能の持ち主がいるからだと思います。 

 

先日、おだやかな暖かい日、街づくりに参加した時に 

「藤笠 朗読の本、手っ甲、きゃはん、舟に乗った 

お客さまへのおみやげのひな人形の栞、吾一の意志の小袋」… 

全部手作りで用意して、あそ雛祭りに 

皆のアイディアが生かされました。 

 

 

お雛様に扮した子どもの朗読はうずま川に映え、 

小花さん達の草笛にお客さまも鯉や鯰達も 

春の一日を喜んだことと思います。 

 



 

 

特定非営利活動法人 山本有三記念会 

特定非営利活動法人 栃木おやこ劇場 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0012 

登録 No．0013 

山本有三先生は明治 20 年 7 月 27 日に栃木市に生まれました。有三先生は「路傍の石」 

「真実一路」「米百俵」等の名作を残しつつ、参議院議員として文化政策、国語改革に取組み、

また青少年の育成にも力を注がれるなど活躍をされ、昭和 49 年に亡くなりました。 

記念会は、そうした山本有三先生の生誕 100 年をきっかけに市民有志により設立されました。

その目的は山本有三先生の記念館を作ることにより、有三先生の顕彰はもちろん、児童から 

大人までの生涯学習の拠点とする事でした。 

そうした中、有三生家の隣で、広く有三先生を知っていただくのに好位置な現在地において、

市民の募金、市の援助等にて平成 9 年に山本有三ふるさと記念館を開館致しました。 

現在の記念館は本来の理想とした記念館ではありませんが、 

記念会の活動拠点としてはもちろん、山本有三先生の顕彰、 

栃木の観光拠点として多くの方にご利用いただいています。 

 

なお、記念会は記念館以外にも青少年育成のための 

事業や文学講演、講座等の開催をしつつ、栃木図書館の 

運営も行っております。 山本有三記念館（栃木市万町） 

栃木おやこ劇場は「とびっきりの子ども時代を！」を合言葉のもと、「豊かな文化は、人と人との

心をつなぎ思いやりと勇気を育ててくれる」という思いで活動しています。 

豊かな文化の中で子どもたちが過ごすことは、 

人間形成においてたいせつな要素であり、子どもの権利です。 
 

そのために「さまざまな体験」と「質の良い舞台芸術鑑賞」を重要な 2 本柱とし、また、 

市民活動団体と繋がり協働していくことで、栃木のまち全体が心あたたまる子育て・子どもも 

大人も心豊かになれる文化が広がるよう、活動しています。 

スノーキャンプ 

賢治のかぜまつり舞台発表 

「ケロポンズコンサート」 耳うどんつくり 

忍者合戦 

ハロウィン 



 

 

特定非営利活動法人 栃木県シニアセンター 

頬笑みの会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0016 

登録 No．0021 

団体の活動目的は、「シニアの生きがいとまちづくり」。 

法律で定められた項目はすべて備えている。 

“なんでもやりたい！”という希望、夢がある。 

が、なんでもできない現実もある。 

1999 年に NPO 法人化し、すでに 12 年が過ぎた。 

いろいろな体験をした。 

アメリカの NPO「AARP」を夢見て活動が始まった当団体は、 

そこで教えていただいた「シニアのためのパソコン講座」が今もメイン事業である。 

今、受講生のうち最高齢者は 80 歳を超えている。 

また、グループで教室を開催している人たちも支援している。11 年も続いているグループがある。

市民の皆さんにはお気軽に参加してほしい。5 月にはパソコンの無料相談室も常設する。 
 

また、もう一つご紹介したい事業は「男のための料理教室」。この事業も 11 年続いており、 

足利市、那須町等からも受講生が来ている。男がいざというときのためです。 

最近、総務省・栃木市教育委員会と協働で「親と子のパソコン分解講座」をした。 

大変な人気でキャンセル待ちの講座になった。 

湯西川温泉 PC 講座 

私達は新潟に行って実際に「地域の茶の間」を見て参考にさせていただき、始めてから 7 年目を 

迎えました。つどう場があると人は元気になります。 

私達は、生き生き生涯現役をめざしています。公民館、家庭の納屋、空き家を利用するなど、 

あちこちに出来るといいなと、広まっていくことをずーっと願ってきました。 
 

■開 催 日  定期的に月 2 回 第 1 週目の土曜日 第 3 週目の日曜日です。 

変更することもあるので連絡ください。 

 ■開催場所   一小集会室（栃木中央小学校敷地内） 

■会 員 制  年会費 1 家族 2000 円（ボランティア保険含む） 参加費 1 回 500 円（昼食代含む）

 

 

 

 

 

 
 

「頬笑みの会」は頬と頬を寄せて楽しく話して、そこにいるだけで、幸せな時間を共有できる。 

そんな場所です。遊びに来てください。 

★つどう場・しゃべり場「地域の茶の間」として 
各世代間が交流し、楽しく 1 日を過ごしています。 

★誰もがボランティア精神をもって、あたたかく迎え、 
お茶、おしゃべり、折り紙、歌や楽器、ゲーム、体操、 
踊り、何をしても自由です。 

★自分のできることは、進んでします。 
また手伝って欲しいことがあれば遠慮しないで頼みます。
お互いが支えあいます。 

★相手を傷つけるような話はしません。 



 

 
栃木市聴覚障害者協会 

生きがい活動支援施設デイハウスアリッサム講座友の会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0023 

登録 No．0024 

■栃木市聴覚障害者協会は、栃木市・壬生町・岩舟町の聴覚障害者を中心に活動しています。 
 

■活動内容：日曜教室、バーベキュー会、忘年会、 

新年ボウリング大会など 
 

■聴覚障害とは何か？ 

  耳が聞こえないことだけではありません。 

耳が聞こえないことによって起きる不便さも含まれています。 

   ・TV 番組の内容がわからない 

（今は字幕が付く番組もありますが…） 

   ・みんながおしゃべりしている内容がわからないため、孤独感を感じる 

   ・駅や電車の中で何かあったときの放送が聞こえない（特に災害があったとき） 

   ・病院の受付や診察で呼ばれたのに聞こえない…などがあげられます。 
 

■私たちのコミュニケーションは、手話がほとんどです。手話ができない人には口話・てのひら書き・

筆談で話しますが、やっぱり手話で話す時が 高！みんなの顔が輝いています。手話サークルの

メンバーと一緒に手話で交流したり、喫茶店でおしゃべりしたりと、とても仲が良いです。 
 

■聴覚障害をお持ちの方、仲間と一緒に活動しませんか？ 

この施設は「押花教室」が母体となり発足した場所です。 

現在年齢制限が無く幅広い年齢層のなか１２人の 

ボランティア講師が１３講座を日替わりで開いています。 

【内 容】 

ビーズ編み・和紙ちぎり絵・パンフラワー・クラフト手芸・ 

水墨画・生花・創作和紙人形・編み物・習字・ペン習字・ 

石畳クラフト・趣味の手芸ペーパークラフト・（押花・グラスアート・ポーセラーツは休講） 

 

■営業時間  AM９：３０～PM４：３０（茶菓子付） 

■日曜・祭日・お休み（予定表を参照） 

■入会金・月謝無し・入退会自由・参加時間自由・年齢制限無し

■１日参加者は￥１０００（ランチ付）半日の方￥５００ 

教材費は講師に支払います 

１１月～４月までは月１回￥１００の暖房費が必要です 

生徒作品展は随時開催中 



 

 
栃木県オストミー協会 

栃木の居場所 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0025 

登録 No．0026 

私達の会は、全国組織で栃木県支部です。（オストミーとは人工肛門・人工膀胱のことを言い、

オストメイトとは人工肛門・人工膀胱を造設した方を言います）オストメイトの同憂会です。 

会員になるためには入会して会費納入が必要です。 

協会活動は県より「社会適応訓練事業」を委託され講習会や研修会を開催して会員及び一般の 

オストメイトの社会復帰をお手伝いしています。また、県共同募金会より頂いたお金で支部会報

の作成、発送を（6 回/年）しています。 

今年未曾有の東北関東大震災では、被災県から栃木県に避難した方（会員外も含む）の中に 

オストメイトが居ることが想定されるため、県障害福祉課に「オストメイトで困っている方は 

お手伝いします」の張り紙を避難所に貼って頂きました。また、個人的に避難している方も網羅

するため下野新聞社に依頼して当協会に連絡する記事を掲載して頂きました。 

事務局に「オストメイト装具」を寄付（会員外からも含む）して頂いたものを被災地支部に 

配布依頼の送付をしました。  ※お知らせ「協会が４月より公益法人に認可されました」 

見学研修会のバスの中 アトラクション（歌の集い） メーカーの装具展示、説明 

『栃木の居場所』は、ひきこもりや不登校の経験者・現在進行形の方・ 

なんとなくいつも人とのコミュニケーションに自信がなくて、 

精神的に自分の殻にこもりがちの方などが、安心して集い、おしゃべりしたり・ 

一緒に遊んだり・学んだりできる『居場所』です。 

 

「自分だけじゃないのかも?! へえ～、そういう考え方や感じ方もあるんだなあ！ 

それ、わかるわかる！」って感じるところから、 

一歩を踏み出す勇気や元気をもらえる・・・ 

そんな『居場所』を仲間と一緒につくって行きたいと 

思っています。 

 

※不定期にプチイベントを楽しんでます♪ 

（ハイキング・花火・鍋や鉄板焼きパーティー など） 

 



 

 

企業組合とちぎ労働福祉事業団 

シルバー大学校２１期栃木地区奉仕会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0028 

登録 No．0029 

主な活動 公共施設は誰もが気持ちよく、使うことの出来る 

施設です。市民はもとより、その他利用される方々が 

気持ちよく使うことができるよう、施設内、駐車場、 

外周道路周辺の清掃活動をおこなっている団体です。 

活動を続けて１１年になります。緑の腕章をして 

活動しています。 

ゴミは蓄積させない、きれいな状態を保つ、 

これらをモットーに活動している老人団体です。 

心無い一部の人の行為が少しでも減ることを願い 

教育効果も期待して活動を続けております。 
 

奉仕内容 ●総合運動公園内と駐車場、周辺道路の清掃活動 

収集したゴミ類は、市指定の分別を行って、 

決められた場所に保管しています。 

●施設の破損等情報の提供等 

（５年程前までは太平山遊覧道路、駐車場等の清掃活動も交互に行って 

いましたが現在休止しています） 
 

活 動 日  月２回（第１・第３水曜日）９時から１２時まで 

当組合は、障がい者、高齢者など、就労困難層の人たちの働く場の確保を目的として

1988 年に任意団体として設立、1990 年には「企業組合」法人格を取得して、 

今日まで労働者協同組合としての運営を行ってきました。 

また社会福祉法人や NPO 法人を関連法人として設立しグループ経営を行って 

きたため、非営利組織の運営や労務管理、会計処理などの実務ノウハウを当組合 

内部に蓄積することが出来たことから、2003 年より「総務経理サポート」事業と

して「非営利・協同」組織の設立と運営を支援する 

民間事業体としての役割も展開しています。 

2010 年には本部事務所の建て替えに際し、 

WORKLABO（仕事創造実験室）と名付けたスペース（セルフ式の 

ビジネスコンビニ）を設け、社会的企業やコミュニティビジネスの 

活動を実務面でも応援する体制を強めています。 

生きにくさが広がる日本社会の中で、働く場をより一層広げながら、 

地域社会における支えあいの仕組みをつくり、地域の「絆」の再生に 

貢献していくことを目標としています。 

 



 

 
栃木市第３区民児協 

りんごの会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0038 

登録 No．0040 

昭和 61 年（1986 年）に栃木市図書館（現 栃木市栃木図書館）で、市民からの 

提唱により発足した「子どもと子どもの本のすきなおとなたちのつどい」です。 

 

栃木図書館での月２回（第２・第４土曜日）の定例おはなしひろばを軸に、 

栃木市内外の小・中学校（毎年７校程度）での 

おはなし会（ブックトークなど）や、 

栃木市の９カ月児検診時の「だっこだっこ 

絵本事業」に参加しています。 

 

「子どもたちの笑顔に励まされて」 

おはなし活動を続けています。 

 

私達は民生委員・児童委員の集まりです。 

担当する地域は境町・境町五丁目・河合町・沼和田町です。 

自治会長から推薦され、厚生労働大臣から辞令を受けた無給の地方公務員です。 

任務としては、子供、子育て中の父母、独り暮らしの方、障害のある方の日常的な見守り、 

或いは生活に困られた方の役所への申請等のお手伝いなどです。この辺りが「くららの利用者 

協議会」に入会・活動しているグループとしては、やや特異なものがあります。 

何か好みの事があって集まったグループではありませんし、 

又立場上、地域に住む方の個人情報に触れる事もあり、 

そうした事についての発言には、特に注意するよう、 

命じられています。こんな風に毛色の変わった 

グループが何故「くららの利用者協議会」に参加して 

いるかと言えば、全市に住んでおられる市民活動の方の 

グループと、この地域との接着剤となる事を、事務局から、 

地域に密着している我々のグループに担いなさいという 

要望があり、参加したと先輩から聞きました。 



 

 
家造りを考える会 

社団法人 栃木青年会議所 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0041 

登録 No．0042 
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間伐材工場を見学、 

勉強の後は楽しい川遊び。 

木工教室の一日。 

地産地消 
近くの山の木で 

家造りをしましょう。 

まずカウンターから。 

私たち栃木青年会議所とは栃木市、壬生町、岩舟町、西方町に在住する２０歳～４０歳までの主に

青年経営者により構成された団体です。現在約７０名のメンバーが在籍し、市内外に多くのＯＢの

方々もいらっしゃいます。 

 青年会議所の活動理念は『明るい豊かな社会』創りにあります。そして、『奉仕、修練、友情』を

信条として街づくり活動をおこなっています。具体的な活動としては、栃木市との共催による市民 

討議会や市長選公開討論会といったものから、域内で開催される各種お祭りやイベント等の開催の 

お手伝い、そして、被災地へのボランティア活動などです。また、そのような活動をとおして青年で

あるメンバー一人ひとりのスキルアップをはかり、メンバー間の友情をはぐくむことも大きな目的と

なっています。 

よかんべ栃木 

市長選公開討論会 

とちぎサマーフェスタ 

市民討議会 



 

 

シルバー大学校南校生きがいづくりセンターさんさん会 

地祷圏俳句会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0043 

登録 No．0045 

地祷圏俳句会の主な活動は、「くらら」をお借りしての毎月 2 回の句会運営と、季刊俳句同人誌 

「地祷圏」の発行です。中でも毎月 1 回の「ハイクを作る会」は、独自の方法をとっています。 

席題を一人一題出して投句は 8 句以内。選句なしで直ちに合評に入るという、この方法が大変好評

です。題はあくまで作句するきっかけに過ぎないので、題に縛られずどんな句を提出してもＯＫ。

点数を気にすることなく実験的な句も発表することが出来るこの句会は発見も多く、談論風発、 

充実した楽しい時間を共有しています。 

年 4 回発行の同人誌「地祷圏」は「現代俳句を探る」と

題したコーナーが眼目です。毎号一つのテーマを決め、 

各メンバーがそれに添った内容の著名俳句作家の句を一句

抜粋。各々独自の語り口で約 400 字にまとめます。一つの

テーマの泉から言葉のせせらぎが流れ出すこのコーナーは

読み応え充分です。 

 
  

「地祷圏」は栃木市栃木図書館に展示してありますので、是非一度ご覧下さい。 

私たちは、市民の皆さんと一体となって、施設や学校などに出向いて行き仲間と共に、 

楽しいひとときを過ごしています。 

★主な活動内容は★ 

● パソコン相談処・第１・第３金曜日（２時～４時・６時～８時）くららにて 

● 折り紙・三線・缶バッチ作り・手芸等 

出前・公演・講座を致します。お気軽にご相談ください。お待ちしています！ 

みんなで楽しくゆかいな集い 

楽しくワイワイにぎやかに 

何でもやろうやってみよう！ 

楽しいつどいはさんさん会で！ 



 

 
鈴木賢二研究会 

栃木市中途失聴・難聴者協会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0046 

登録 No．0048 

私たちは、「音を聞いた記憶」を持つ中途失聴者や、「音を聞くことが難しい」難聴者です。 

 

あなたが、もし、音を聞くことが出来なくなったとき、どうしますか？ 

音楽を聞く事が好きな人。映画を見るのが好きな人。 

歌を歌うのが好きな人。話をする事が好きな人。 

私達は「あきらめる」ことばかりでした。 

一人一人では「あきらめる」しかなかった事が、 

仲間がいれば、「聞く」事ができるかもしれません。 

 

■平成２３年度 手話講習会のお知らせ■ 

やさしい手話をゆる～く教えます。 

期 間 平成２３年９月８日（木）～平成２４年２月２５日（土） 

第２・４土曜日 １９：００～２０：３０ 

受講料 無料（テキスト代 300 円） 

  連絡先 くららメールボックスまで 

鈴木賢二研究会は、栃木市制 60 周年記念事業の企画「鈴木賢二展」の後、1997 年春に誕生した。

明治 39 年、栃木市に生まれた鈴木賢二は、大正・昭和を時代と切り結びながら駆け抜けた。 

その間に制作された作品は、版画・彫刻・陶芸・漫画・社会評論・民話研究など多岐に亘り、それら

作品は時代と社会を語るものとして今に残る。鈴木賢二研究会は、賢二の生涯と作品を研究し、広く

多くの人々に紹介している。これまでに、賢二の長男・鈴木徹（彫刻家）の遺作展開催、大小の鈴木

賢二展の開催、栃木県立美術館の企画展への全面協力、栃木市制 70 周年記念企画「鈴木賢二展」へ

の全面協力、版画集の責任編集、生誕 100 年記念作品集の編集出版、等の研究成果を持つ。 

今後は、当面の企画として以下の事業を開催する。 

 

「震災・原発事故と賢二作品『平和を世界に』をめぐるミニシンポジウム」 

～～おいしい水・うまい空気をもとめて～～ 

■講 師  池上善彦氏（美術史研究者、雑誌『現代思想』元編集長） 

        足立 元氏（美術史研究者、日本学術振興会特別研究員 PD） 

■日 時：平成２３年７月３０日（土）午後１時より 

■会 場：鈴木賢二作品展示室・如輪房（栃木市富士見町 2－4） 

■会 費：無料 

■問合せ：0282－22－1093（鈴木） 「乳」 鈴木賢二 



 

 

ラボ国際交流田村パーティ 

栃木市朗読ボランティアの会「あかり」 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0050 

登録 No．0051 

私達の会は、視力に障害のある方、または、目から情報を取り入れることが困難な方のために 

市の情報をテープにして送付しているグループです。 
 

「音訳」ってご存知ですか？ あまり耳慣れない言葉ですよね。 

文字を音（口語）にして録音していくことなんです。絵や写真も説明を入れます。 

ですから読むことも勉強ですが、語彙を増し、感性も必要です。的確な言葉で伝えなければ 

ならないと思っています。 

現在は 38 名の方にテープ・CD・CF カード（デイジー使用） 

の送付をしています。 

あかりの会員 18 名が交替で録音し、市の広報・月刊誌 

（市のニュース等）・市議会だより・選挙公報・依頼図書等を 

録音しています。 
 

テープが必要な方や「あかり」に興味のある方は、 

栃木市社会福祉協議会または、会長出井（27－8768）まで 

ご連絡ください。 

３才未満から中高生・大人まで、小さい子と大きい子が互いに刺激し合い、

育ちあっています。英語の歌や踊り、ゲーム、世界中のお話の読み聞かせや 

英語と日本語の劇活動をして楽しく英語を身につけています。言葉の意味を 

よく考えて、どういう気持ちで言っているのかイメージし、役になりきり、 

言葉に命を吹き込み、物語に流れている作者のメッセージを皆で話し合い、 

自分たちで表現をつくり、観ている人たちに伝えたいと願っています。米国、

オーストラリア、韓国等へのホームステイや受け入れもしています。国際人と

して、相手の立場に立って物事が考えられ、他の人の話に耳を傾け、それに対

して自分の考えをしっかり伝えられる「自己表現力」や「コミュニケーション 

力」のある、感性豊かで「創造力」他を思いやる「優しい心」や皆と協力していく「社会力」等を持った

子に育ってほしいと願って活動しています。そして何を言っても聞いてもらえ、受け入れてもらえる、 

誰にも「居場所」のある集まりにしたいと考えています。 

合宿、クリスマス会、ハロウィンパーティや「えいごであそぼ！」等、 

栃木市のこども達と共に楽しめるよう、プログラム等は大人が指示するので 

なく、こども達自身で考え、話し合って企画しています。 

無料ですので、ぜひ、どうぞ、どなたでもご自由にご参加ください！  

お待ちしています！ 



 

 

ユネスコ世界寺子屋運動栃木ひいらぎ 

やまさん会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0061 

登録 No．0062 

世界には働かなければならなかったり、学校が近くになかったりして、学校に行けない子どもが

7200 万人、また、学校に行けずに大人になり、文字の読み書きができない人が 7 億 5900 万人 

いるといわれています。「ユネスコ」ではこのような子どもや大人たちが、読み書きや算数を学べる 

ように、学びの場「寺子屋」をつくり、教育のチャンスを支援する運動を展開しています。私たちは、

その趣旨に賛同して、平成 8 年から未使用はがきや、未使用切手、テレカを回収し、新はがきや 

切手に交換して販売・賃金化し、一次 50 万円を目標としてユネスコに寄付をしています。 
 

【これまでの実績】 

◆第一次 平成 12 年 ベトナム・プロジェクトへ 

◆第二次 平成 14 年 インド・ゴッカック・プロジェクトへ 

◆第三次 平成 17 年 アフガニスタン・プロジェクトへ 

◆第四・五次 平成 18・19 年 カンボジア・プロジェクトへ 

◆第六・七・八次 平成 20・21・22 年 ラオス・プロジェクトへ 
 

平成 23 年も、ラオス・プロジェクト支援を目標に、年間を通して回収運動を展開しています。 

未使用はがき、切手、テレカの送付先… 〒328-0075 栃木市大町 22-7 梅村貞子 

私達「やまさん会」は栃木市を中心とした大工・工務店そして設計士、 

材木屋で構成されています。その主旨は、建築に携わる木工人として、 

互いの交流・研修・親睦を通して、相互の繁栄と地域社会の住宅促進に 

寄与し、さらには健康素材である「木」の復興を促すと共に、地域社会 

との接点を築き、広く「人」と「社会」の発展に貢献することを主な 

目的として活動をしております。また最近は若手の大工さん達が発起し、 

やまさん会二世として「TEN」会を立ち上げ、同じ主旨のもと、特に地域の園児を対象に「人と木の 

ふれあい」をテーマに、出張親子木工教室を開催し多くの賛同を得、それを足がかりにさらなる拡充を

求めて活躍をいたしております。 

なお、具体的には 

○毎年夏に「夏休み親子木工教室」（連続 20 年達成）毎回約 200 名参加 

○会員及び一般の方を含めた家造りのための勉強会（年／2～3 回） 

○地域福祉法人等のイベント協力（恒例「ゆーあい工房まつり」への木工教室開催参加） 

○若手「TEN」会による保育・幼稚園への出張木工教室（年／3～4 回） 

○『こころ』の活性を求めて参禅会（坐禅会）のご案内 

（皆川城内町 曹洞宗建幢山傑岑寺 早朝 6 時より（年／6～7 回、10 年連続開催） 



 

 
特定非営利活動法人 オアシス 

栃木市文化協会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0063 

登録 No．0064 

NPO 法人オアシスは介護事業所で、通所介護（デイサービス）、居宅介護、 

訪問介護をしています。 

40 畳のイベント会場があり、輪投げやゲーム等もありますので、 

土、日曜のオアシスが休日を利用して、自治会、育成会、社会福祉協議会、 

民話の勉強会、いろいろな催しに利用しております。 

栃木市文化協会は、 

栃木市の文化発展向上を期し、併せて会員相互の親睦を図るをもって目的とする会です。 

以下のような活動をしています。 

 

◆市民文化賞表彰 

◆『文化の街づくり』についての提案・実践 

◆文化協会会報の発行 

◆文化講座の開催 

◆著名人・作家作品展の開催 

◆著名人・作家作品展作家との懇談会開催（第５回 そば会開催など） 

◆栃木市ふるさと文化振興基金への協力 

◆日帰り研修旅行の開催 

◆新春の集いの開催 

◆歴史的環境の保全活動協力 

◆文化推進のための各種文化団体との連携・事業 



 

 
吉田光次さん（個人登録） 

町田紘一さん（個人登録） 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0065 

登録 No．0067 

10 年前、息子から預かった犬の運動のため、永野川緑地公園に通い始めました。緑の芝生に 

散らかるゴミが気になって拾い始め、数か月で犬を返した後は、やがて草取り。枝切りや川の中

のゴミも、片付けるゴミは、軽自動車からちょうど譲り受けた軽トラで運びます。上人橋から 

大岩橋の間を週に２～３回、朝の 2 時間くらい動きます。誰も見ていないけれど、きれいになっ

た緑地は「気持ちいーい」と言っているようです。はじめは、栃木市の「公園里親制度」のちに

「アダプト制度」に登録しました。これは、登録した地域の美化活動に、ゴミ袋や軍手・鎌など

を市が援助する制度です。年金者組合の仲間や、シルバー大学栃木支部の人達なども誘って、 

心身も地域もリフレッシュ！です。 

折り紙が好きで、 

折り紙の普及活動を 

しています。 

ペンギンたち 

知る人ぞ知る 

シュロの葉の 

バッタ！ 



 

 

蔵の街コミュニティケア研究会 

栃木地区退職校長会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0070 

登録 No．0075 

地域で支えあう福祉を考えよう 

       ～ コミュニティの機能と福祉力の向上を目指して ～  
 

蔵の街コミュニティケア研究会とは 

・介護保険がスタートした 2000 年に地域福祉の力を高めようと、地元栃木の有志８人に 

よって発足致しました。発起人は、医者、薬剤師、在宅介護相談員、保健婦、専門学校講師、

民間の介護事業者、工務店経営者、行政関係者など。 

・介護保険は、老後の暮らしや高齢福祉の一部を担う物にすぎず、 

医師や専門職だけでなく地域の皆さんが協力して初めて 

“福祉力”が高まり「幸せに生きる」社会が実現するのでは 

ないかという視点に立ち、地域全体の福祉の力を高めようと、 

様々な人々がネットワークを作り、学び、 

連携して、よりよい地域ケアを還元するための勉強会です。 

・栃木市は福祉の街と言われる中、地域全体の福祉の力は益々必要と 

されてきます。そんな中、「幸せに生きる」ことのできる社会を 

みなさんで作るために一緒に学んでいきましょう。 

退職校長会による学校支援について 

 

学力の向上を図る上では、授業の質の向上を図るとともに、学習習慣や生活習慣の確立、

学ぶ意欲や知的好奇心の高揚、望ましい人間関係づくりや豊かな感性を育むなど児童生徒 

一人一人の学習基盤づくりが非常に重要になります。 

そこで、県教委は平成 23 年度から豊富な知識や経験を持つ退職校長を中心とした教員

OB（スクールエキスパート）をボランティアとして小・中学校及び高等学校に派遣し、 

各学校のニーズに応じた様々な教育活動への支援（児童生徒の学習意欲の向上、学習・生活

習慣の確立、学校生活への適応支援、教員へのサポート等）を行うことにより、児童生徒の

学習基盤の整備を図り、確かな学力の育成に資することになりました。 

栃木地区退職校長会は、上記の趣旨を生かしながら教育の振興に 

寄与するため、今後も各学校のニーズに応じた様々な教育活動への 

「学校支援」に取り組んでいきたいと考えています。 

 



 

 

柳寿 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0078 

登録 No．0079 

高田 至福のとき 毎月第一月曜午前 10 時から 12 時 

   それは「くらら」に集い書を親しむとき。一端硯に墨を注ぎ半紙に向かい精神統一 

この瞬間がたまらない。 

白石 書の仲間の同好会そんな笑顔が好き。実用書にチャレンジ中。 

小林 山下先生に入門して五年の歳月が流れる。家事、ボランティアの間に「くらら」に 

いる時だけが真剣勝負。 

宮下 月１回「くらら」に来ることが楽しみである。「書友」を通じ仲間ができ、和が生ま

れる。そんな仲間の絆が生きがいである。 

須賀 なかなか書は進まないが、 

90 歳でがんばる先生を見習い筆を運ぶ。 

高久 「かな」を極めたいと入会。でも…。筆、半紙、 

硯に申し訳ない気持ちでいっぱいである。 

 

「７人の絆で結ぶ柳寿かな」 

【概 要】 小江戸とちぎ会は、人々が豊かな心で生活できるまちをつくるために、まちの風土を 

活かし、まちに付加価値を与え、それらを発信できるまちをつくることを目的として、栃木市 

商工観光課を事務局とし、平成８年８月２７日に発足しました。 

  会員は代表世話人、世話人、町方などの個人会員と団体会員を合わせまして、６２名います。 
 

【主な活動】 

１ 小江戸サミットの開催  ・平成８年１１月に埼玉県川越市と佐原市（現香取市）の協力を 

得て、小江戸サミットを栃木市で開催して以来、３市交代で毎年開催し、「小江戸」に対する

意識の高揚と活発な交流に務めています。 

 ２ 大江戸との交流 

 ３ 川越市、香取市のまつりへの参加 

    ・７月の佐原の大祭（夏）、 

１０月の佐原の大祭（秋）及び 

川越まつりの小江戸茶屋に参加。 

 ４ 小江戸まつりの開催  

５ 小江戸の研究  

６ 小江戸ＰＲ 

【小江戸サミット２０１０ 栃木大会】

【小江戸サミット２００９ 佐原大会】

小江戸とちぎ会 



 

 

栃木ボランティア会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0080 

登録 No．0084 

栃木ボランティア会は、 

・託児（家庭学級 開講式 閉講式） 

・キャンプ（出流北小学校（現廃校）の生徒さん達と） 

・童謡歌おう会 

の、三本立てで活動していました。 
 

現在では、童謡を主に、月２回練習しています。 

老人ホーム、介護施設を訪問しております。皆さんと一緒に歌いますので、とても喜ばれます。

帰るときは、後ろ髪が引かれますが「また来ますね」と言うと、にこにこと笑っていただけます

ので、うれしくなります。励みにもなります。 

 

また、合唱コンサートやイベントにも 

参加しております。 

 

人権を考える市民の集い 

みもざ会 

押花、クラフト手芸など、同じ趣味を持つ仲間と共に活動しています。 
 

5 月 14 日、第 5 小学校の学童クラブで、押花を使った 

母の日プレゼントを教えてほしいと依頼があり、写真を入れた 

押花スタンドを作りました。低学年は保護者同伴で、87 名の 

参加者。参加した子ども達は大喜び。大好評でした。 

私たちメンバーにとっても嬉しいことでした。 

今後このような機会がありましたら、喜んでボランティアを 

したいと思いますので、ぜひ、お声がけ下さい。 

7 月 16 日～19 日、 私の所属するカサブランカ押花倶楽部 

作品展が栃木市栃木文化会館で開催されました。 

今年のテーマは「押花でつなぐ絆」。 

特別展示として、栃木市ゆかりの歌麿の「品川の月」から、 

三体の美女を押花で描きました。応援メッセージをそえた押花 

うちわを始め、チャリティーバザーも開催。 

収益は義援金として被災地へ送らせていただく予定です。 



 

 

栃木さくらライオンズクラブ 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0086 

登録 No．0087 

栃木さくらライオンズクラブは、全世界 206 カ国４万 5867 クラブあるライオンズクラブの 

中の１クラブです。ライオンズクラブとは、一言で、言うなら『 Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ（われわれは 

奉仕する）』をモットーに活動する、異業種の会員の奉仕団体です。 

主な活動としまして、栃木の中学生バスケットボール大会（８月２７日 栃木市総合体育館）の 

主催。赤十字の献血車を手配し献血（11 月・2 月）・献眼・献腎の活動。大平山麓 緑地公園の 

清掃奉仕。山本有三記念会の支援。東日本大震災の義援金・あしなが育英会・その他の金銭支援。 

現在、会員 22 名で、活動しております。 

月会費 12,000 円と少々高いですが、随時会員募集しております。 

 

ライオンズ国際協会 333Ｂ地区２Ｒ２Ｚ

栃木さくらライオンズクラブ

事務局：栃木市都賀町家中 2089-1

(有)日向野自動車 内

℡0282-27-0030

 

ポシェットたかはし 

当店は、街のでんきやさんです。 

お客様とのお付き合いは、先代から 60 年以上になります。 

ここまでやってこられたのは、皆様のお陰と有りがたく思います。 

 

そのお客様と毎月 1 回当店内で、手芸やおしゃべりの会などを 

開いております。手芸といっても簡単にできるお人形・装身具・ 

折り紙などなど…10 人も入るといっぱいになってしまう当店内ですが、毎回テレビの話題も 

豊富に、にぎやかに作品を仕上げています。仕上がり後は、お茶を飲みながら作品を観賞し、 

次回の作品説明と日にちを決めて終了。費用も 300 円から 1,000 円位まで。また、年１回か 

２回の食事会も楽しみです。パッチワーク・フラワー 

アレンジメント・料理教室など、振り返りますと、   

もう 10 年近く続いていることになります。 

限られたスペースと人数ですから、あれもこれもは 

できませんが、これからも続けていきたいと思います。

 



 

 
栃木登校拒否を考える会 

栃木自主夜間中学 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0088 

登録 No．0089 

1985 年 1 月 19 日発足以来、毎月定例会を開いて、登校拒否・不登校について、 

理解と対応をもとめ、交流し励ましあう集いとして活動してまいりました。 

毎月の例会のほか講演会や体験発表などを通して支えあう親の会という形ですが、一般の親、 

教師、学生、体験者などどなたでも参加できる会です。 

活動内容 

１、 月例会 毎月第３日曜日 13:00～17:00    場所は主に「くらら」会議室にて 

２、 会報『通信』の毎月発行 

活動の話題 

１ 登校拒否のとらえかた 

２ 対応の仕方 

３ 子どもの居場所（まずは家庭を居場所に） 

４ 進級や卒業や、その後の進路（高校・大学進学や高卒程度認定試験） 

５ 自分に合った生き方を見つけること 
 

毎月の例会は数人のグループでの和やかな懇談ですすめ、時には涙もありますが、 

笑顔で帰途につけるよう経験を語りあい支えあっています。 

連絡先 0282-23-2290（石林） メールアドレス ishi33@docomo.ne.jp 

どんなところ  学校に行っていない人、学校に行かなかった人、学校をやめた人などが

集う場として作られました。 

だれが   小学生から中学生、それ以上の人、大人の人も、誰でも参加できます。 

 

何をする 自分のやりたいことをやります。 

      遊びや学び、クリスマス会やキャンプも希望によりやります。 

      ゲームをやりたい人はゲーム機持参、 

      スポーツはテニス、バドミントン、卓球など 

      学習したい人は各教科のわからないところから 

 

活動日  毎週金曜日 10:00～12:00 栃木市総合グランドテニスコートにてテニス 

     毎週土曜日 17:00～21:00  「くらら」会議室にて 学習や集い 

連絡先  石林 哲子 0282-23-2290 

 



 

 

ボーイスカウト栃木第一団 

九輪草の会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0093 

登録 No．0094 

ボーイスカウトって？ 

ボーイスカウトは、自立心のある健全な青少年を育てることを目的とした世界的な社会教育運動です。

ボーイスカウトは、年齢（学年）ごとに部門（隊）に分かれています。 

・ビーバースカウト隊：小学校就学前（年長さん）の 9 月から小学 2 年生の 8 月まで 

・カブスカウト隊：小学 2 年生の 9 月から小学 5 年生の 8 月まで 

・ボーイスカウト隊：小学 5 年生の 9 月から中学 3 年生の 8 月まで 

・ベンチャースカウト隊：中学 3 年生の 9 月から 20 歳未満まで 

・ローバースカウト隊：18 歳以上 

栃木第１団には、栃木市内を中心に、大平、都賀、西方や、小山市、壬生町、下野市からも 

入団しているスカウトがいます。「学校では学べない」ことが、スカウト活動にはたくさんあります。

入団は随時募集しています。 
 

ボーイスカウト活動に 

ご興味がありましたら、 

まずは見学にいらっしゃいませんか？ 

連絡先：sekio@xk9.so-net.ne.jp 

 

本の好きな仲間が、大好きな本を読み、語り、 

感動を伝え合って輪を広げています。 

昔々大昔の人、地球上に住むたくさんの国の 

たくさんの人、海の中の魚やサンゴや貝やこんぶ、 

ジャングルや野山を走るライオン、キリン、猿や鹿や…、 

土の中に棲むミミズやもぐらや…、 

かきの木もいちょうの木もかしの木も、 

遠い遠い大空のかなたの星々も、みんなが仲間です。 

 

 

今年は、東日本大地震で被災されたみなさんの心の傷みに寄り添い分ち合い、 

一日も早い復興を祷り、そのために何が出来るか考え続けたいと思います。 

本を読み、語り、私たちの思いを被災地に、日本中のみなさんにとどけたいと思います。 

 



 

 
紺俳句会 

小熊座栃木句会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0096 

登録 No．0102 

紺俳句会は、昭和 52 年（1977）6 月に先師桑原月穂が栃木市で「紺」を創刊。それ以来月刊俳誌

として発行を続け、今年 6 月で―第 35 巻・第 6 号―通巻 409 号となり、創刊 35 年の節目を迎える

ことになりました。紺俳句会は「伝統を踏まえ先人の尊い精神を継承し、今を生きる証としての創作を

推し進めてゆきたい」をモットーにして、活動を続けています。本会の組織は、桑原まさ子主宰を中核

に、副主宰・編集長・編集委員・支部長・会員で構成され、会員数は約 200 名です。支部の数は、 

栃木市を始め県内 10 支部・県外２支部（浅草、高松）があり、毎月各支部毎に定例の俳句会を開催 

しています。「紺」本部例会は、今まで「くらら」をお借りしていましたが、 

会場の都合により現在は栃木図書館を利用しています。 
 

紺 35 周年記念事業  

◆記念俳句大会  期日 平成 24 年 1 月 21 日（土） 

会場 ニューアプロニー<栃木市> 

◆記念号     発行 平成 24 年 1 月号 

内容 グラビア写真・特別寄稿・ 

エッセイ作品（主宰・副主宰・同人・ 

誌友）記念号に残す「わが 1 句」など 

◎「紺」俳句誌は毎月くららに展示されています。ぜひご覧ください。入会者、大歓迎です！ 

宮城県多賀城市に本部をおく高野ムツオ主宰「小熊座」俳句会の栃木支部句会です。 

 

毎月第 1 木曜日・午後 1 時より 10 名の会員で定例句会を 

開いています。またムツオ主宰を招いての指導句会や吟行会、 

東京・関口芭蕉庵句会にも出席して互いに研鑽しています。 

 

俳句は、五七五のたった 17 音ながら自由な空間を有して 

いて、瞬間（只今）を詠むことで過去にも未来にも繋がり、 

新しい自分の発見にも繋がります。また共感や感動する句に 

出会える句会は、豊かな時間を共有できる場です。したがって俳句は一人でも出来ますが、 

こころざしを同じくした句会の独特の雰囲気を味わうのも楽しいものです。 

気軽に俳句を始めてみませんか。 

 

3 月 11 日の東日本大震災では仲間の多くが被災し、犠牲にもなりました。 

俳句に書きとめることが何かの力になることを信じて会員一同励んでおります。 
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