
 

 
路の会 

栃木市観光ボランティア協会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0105 

登録 No．0106 

今、各地で女性の視点での豊かな社会づくり、地域づくりが行われています。 

私たちは、地域での交流を図るとともに、地域活性化のため、女性を中心とした自主的活動を行う 

団体活動と男女共同参画社会の在り方について学び、さらなる、一歩の踏み出しを目指しています。 

 

この会は、栃木市の女性教育の推進を目的としています。 

少子高齢化社会・人口減少化の動向は目まぐるしい変化をし、男性だけでなく女性も社会の担い手と 

して支えなければならない状況にあります。 

そうして、女性も男性も地域社会の中で対等に 

活躍できる社会づくりが望まれています。 

 

私たちは、誰もが尊重し合い、支え合い、 

誰もが安心して暮らしやすいまちづくりを願い、 

各団体でボランティア活動をしています。 

【主な活動】 

１ 観光ガイド活動 

２ イベント時、各種案内協力 

  ３ 民間旅行業者とのタイアップ 

  ４ 新栃木駅構内ショーケースの清掃 

  ５ 研修会の開催 

  ６ 観光事業の推進等 

【概 要】 

栃木市ボランティア協会は、県内外からの 

お客様に、この「ふるさと栃木」の旅を少しでも 

楽しく素晴らしいものにしていただこうと、昭和 

６３年４月１日に会を組織し、栃木市観光協会を 

事務局として、親切な対応と心のこもった案内を 

目標として、日々活動を続けています。現在、 

男性 14 名 女性 14 名 男女比率が同じ会員数で、

栃木市の歴史や魅力をご案内しております。 



 

 
清水登之顕彰会 

郡司俊雄さん（個人登録） 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0108 

登録 No．0109 

おやこ劇場の「算数教室」の会場がくららだった縁で、個人で登録しました。 

お母さんたちと、次のようなことを学びあっています。 

 

◆算数教室  算数を通して「学ぶ」ということはどういうことか、いっしょに考えます。 
 

◆歴史教室  日本とアジアや世界との関係を、明治以来の歴史を 

学ぶことでいっしょに考えています。 
 

◆科学あそび 栃木おやこ劇場の自主活動に参加して、 

子どもたちと科学実験に挑戦します。（写真） 
 

 

◆絵本教室  とくに子どもが２、３歳ごろ、お母さん、お父さん絵本を読んであげることが 

子どもの発達にとっても、親子の絆を深くすることでもこの上なく大切なことだと

痛感しています。 

それでお母さん、お父さんが絵本大好きになることを願っています。 

最近自宅に「絵本館」（23－4170）をつくりました。お出かけ下さい。 

マルデブルグの半球→ 

平成 11 年発足した本会は、同年 10 月に設立総会・記念講演会を開催しスタートした。 

翌年より会報を創刊し、現在 12 号に至っている。本市出身洋画家清水登之（しみずとし）を

顕彰する事業は年 1 回の講演会の開催、会報の発行、清水登之作品の所在調査やとちぎ蔵の街

美術館の監視ボランティアなど多方面で展開されている。これらの活動を通して清水登之の 

人物と画業を市民を始め多くの人々に知ってもらい、本市に輩出した芸術家作家ともども 

栃木市民の誇りとして顕彰し、文化都市栃木市の実現を目指すものである。 

そのためには本格的美術館又は博物館建設が 

急務である。 

今年度栃木県文化振興基金助成事業を受け 

られたのは、本会が文化振興を推進する文化 

団体であると認定された結果であると理解して 

いる。 

栃木市や関心を寄せる団体等と連携しながら 

一丸となって、これが実現のため精一杯 

頑張っていきたい。 栃木県立美術館「清水登之のすべて」展を見学して



 

 
栃木理容女性部 

鈴木和夫さん（個人登録） 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0127 

登録 No．0130 

理容女性部の活動目的は、婦人の地位向上に関する事業、会員親睦のための行事、 

奉仕活動、福祉活動です。 

女性部 18 名の小さな会ですが、年６回、特別養護老人ホームに奉仕活動訪問散髪を行って 

います。会員によるタオルストック運動を行い、老人ホームへ、タオル、バスタオル等を 

届けています。 

3／11 に起きた東日本大震災には、栃木女性部から県女性部を通じ 1,000 本のタオルが 

宮城県に送られました。 

そして今、高齢社会における訪問福祉理容サービス等が増々必要な時、その人その人の 

ニーズに合った対応が求められている昨今、私たち会員は 

まだまだ勉強中です。 

登録団体同士の親睦を深め、学べる機会を設け、 

ご指導いただけたら幸いです。 

これからも宜しくお願い致します。 

 

定期の活動は、イオン佐野新都市店で「あそびの学校」の世話人をしています。 

私は昔から、作る（造る、創る）ことが好きでした。 

参加する子ども達のイマジネーション（想像）とクリエイション（創造）を引き出せれば幸せです。

詳しくはブログをご覧ください。http://www.cc9.ne.jp/~suzu-ka/ （又は、検索エンジンで 
「あそびの学校１」） 

あいさつ→説明→注意 

毎年の「協働まつり」の他、依頼によるイベント参加、 

他団体とのコラボなどを通して、「あそびの学校」の精神と 

ノウハウを伝えています。 

                  昨年の協働まつりから→ 

ブログの一部 

        子ども達の作品 

自由に作る 



 

 
にこにこの会 

つむぎの会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0131 

登録 No．0132 

つむぎの会は思春期問題や非行に悩む親たちの会です。 

東京にある『非行と向き合う親の会』を母体として全国ネットに加盟して 

活動を続けています。 

 

「なんか育てづらい・・・」「会話がなりたたない」どうして? 

学校になじめない、学校で問題行動を起こしてしまうなど、どこに相談したら 

よいのかわからず孤立しがちな親御さん達との交流の居場所にもなっています。 

大変な子育てを乗り切ってきた親御さんの話を聞くことが一番の対処方法だと 

思います。一人で悩まず、まず相談してみてください。 

講演会や専門家などの紹介等情報の発信もしています。 

 

毎月第 3 土曜日に定例会をくららにて開いています。 

個人的な相談にも応じていますので気軽にお電話してみてください。 

未成年・成人問わず子供の問題に幅広く対応しています。 
 

               連絡先 090-4939－8232 関根まで 

 

私達の活動の場は地域の福祉施設です。 

 

人形を使ったダンスやなつかしい歌、 

草津音頭にあわせたかんたんな体操や指遊びなどをしています。 

 

舞台や大小 25 体の人形、歌詞カードなど、 

すべて会員の手作りで、会場全体で楽しむことを 

目的としています。 

 

月１回の例会で練習をしていて、 

本番では「笑顔のボランティア」を目指し、 

会員一同励んでいます。 

 



 

 
理容組合栃木支部 

國學院大學栃木高等学校父母会栃木西支部 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0133 

登録 No．0136 

組合員現在 121 件。女性部、青年部各々が独自に活動を行っております。 

組合では組合員全員への呼びかけを行い、年１回の日帰りバス旅行や衛生消毒また技術 

講習会を年に２～３回程度開催し、組合員相互の親睦と絆を深めております。 

５年前から組合員だけでなく、各お店を利用して下さるお客さまにも参加を呼びかけ、 

年１回のチャリティダンスパーティを開催しております。昨年は 200 名近くの参加も頂き、

年々参加者も増えております。 

また、23 年 3 月 11 日の東日本大震災に際しては、全連（全国理容生活衛生同業組合 

連合会）のもと、理容組合栃木支部に 

おいても組合員全員に義援金および 

支援物資の協力をお願いし、また、 

ボランティアカット活動の申込みに 

より、被災者受け入れの施設に出向き 

ボランティア活動をおこなったところ 

です。 

 

この会は、國學院栃木高等学校の栃木西支部に在住する生徒の保護者で組織されています。 

毎年、栃木西支部の役員会の会議や研修会等で年間を通して活動しています。特に、役員会の 

会議は、平日に集まることが難しいため、休日の夜に会議室をお借りすることができ、 

大変助かっております。 
 

 本年度は、8月28日（日）に、「プリザーブドフラワーアレンジメント」の研修会を 

開催いたしました。講師に大平町で教室を開講している鈴木由美子先生をお招きし、 

素敵なインテリアの創作に挑戦しました。初めて、体験する方も多かったのですが、 

鈴木先生に丁寧に教えていただき、素材の良さとそれぞれの個性を生かしたオリジナルの作品を 

作り上げることができました。参加者も 

わきあいあいとおしゃべりを楽しみながらの、 

充実した２時間の研修でした。 

 

 



 

 
栃木あるくみるきく 

政策集団 21 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0137 

登録 No．0138 

もとより知的障害の子供達は、ふだん、なかなか一人で外出することはない。 

外出は、当然のように家族と一緒である。ときに家族と離れて過ごすことは大切であると思った。

そんなわけで、約 4 年前から 2 か月に 1 回、子供達数名を誘っては、くららの部屋をお借り

して絵を描いたり、工作をしたり、栃木市内を見て歩いたり、食べ歩いたり、電車で佐野市や 

小山市、宇都宮市に行ったり、はたまた東京に行ったりしている。 

その日が楽しい一日になり、明日への希望につながればと願っている。 

何よりいろいろ体験することで、 

動機と意思が生まれて自立的な生活に 

結びつくと思う。 

 

現在は高校生が主なメンバーだが、 

20 代の青年達とも活動をともにしたいと 

考えている。 

 

政策集団 21 は国際、福祉、文化芸術、環境、教育、生涯学習、まちづくり等の活動を中心に、

その政策立案能力を有し、行政や市民活動にさまざまな影響を与え異質の分野との交流に連携を

めざす。 

 
 

最近の活動では中国浙江省衢州小学との 

書画交流展は芸術性、レベルの高さには 

専門家や学校関係者に衝撃を与えた。 

 

また地域では地元出身の芸術家を育成する「佐野の風コンサート」（2012.3.25）の企画、 

さらには世界的レベル、コロラトゥーラ・ソプラノ・サイ・イエングアン（崔岩光／2012.4.15）

佐野公演がついに実現ほか。 

 

そのほか生活に密着した介護保険、情報公開のシンポジウムの企画、実施にも力を入れる。 

国際交流で地域づくりでは、くらら中国茶講座は最大のサービス産業です。 

書道授業の風景 中国児童の作品 

（くしゅう） 



 

 
栃木ベアテの会 

アート・ウォーク 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0139 

登録 No．0140 

「栃木ベアテの会」は、2005 年に開催された、映画「ベアテの贈り物」 

上映会の後にベアテさんに学ぼうとスタートした学習の場です。この映画は、 

女性の権利条項を日本国憲法にもたらす大きな力となったアメリカ人女性、 

ベアテ・シロタ・ゴードンさんの軌跡を描いたものでした。 

「栃木ベアテの会」は、憲法や女性問題に関する勉強会、また日本の近代史を 

学びながら、2007 年には平和憲法である日本国憲法の誕生前夜を描いた映画 

「日本の青空」、2010 年には「日本の青空Ⅱ」となる「いのちの山河」の 

上映会の中心となって活動してきました。 

特に、「いのちの山河」は合併した新栃木市を記念して、栃木地区、大平地区、都賀地区の 

3 会場を上映会場にし、多くの観客を得たのでした。 

栃木ベアテの会のメンバーはそれぞれがこの地域で、平和に関する活動、女性問題にかかわる 

活動、また地域の街づくり市民活動等に積極的に参加しています。そうしたそれぞれの活動の 

忙しさが、映画の上映会ののちにいっそう顕著になり、この一年間は「栃木ベアテの会」としての

活動が全くできていない状況です。 

 メンバーひとりひとり、今後も常に問題意識を持って社会と関わりながら、「栃木ベアテの会」と

して高まりあっていきたいと思います。 

 

1998 年から 2005 年にかけて、「アート・ウォーク」という活動をしていました。 

栃木県内の芸術家のアトリエを無料開放してもらい、参加者は好きなところを自由に見学します。

県内をいくつかの地域に分けて、期日限定で、地図付きのチラシを見ながら歩きます。 

展覧会では作家さんとゆっくり話すことができないので、 

直接アトリエに行って、作品を見ながら会話をすること。 

また、作家さんと実際に間近に接することで、 

親しみやすくなり、個展にも出かけやすくなることが、 

この活動の目的です。（現在は活動休止中） 



 

 
さわらび会 

蔵の街 OHP 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0145 

登録 No．0147 

先生を迎え、数人の仲間と 

かな書道を学んでおります。 

古典の臨書を基本として習い、 

書展に向けての創作を目的としております。 

平成 4 年 7 月 7 日、県主催の講習会（要約筆記奉仕員養成講座）修了者によって作られた

サークルです。 

活動は昼の部（第 2・4 金曜日）、夜の部（第 1・3 金曜日）に分かれて例会・聴覚障がい者

とくに中途失聴・難聴者と交流を深めています。 

要約筆記というと皆さん「？」という顔をします。聴覚障がい者は手話のできる人はほんの

一握りです。難聴・中途失聴の人は手話を覚えられずコミュニケーションがとれずに社会から

孤立しがちです。そんな方々の耳代わりになろうと作られたサークルです。 

講演会などで、OHP によって書かれた文字が大きなスクリーンに映し出されているのを見た

方もいらっしゃるかと思います。このほかにもノートやホワイトボードにも書いたりします。

同時通訳ですから、全文は書ききれませんので、 

要約して書きます。だから要約筆記です。 

 

 後継者不足でメンバーも少ないですが、見学歓迎します 

ので、興味のある方はぜひ遊びに来てください。 
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うずま川遊会 

笑みの会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0149 

登録 No．0156 

【概 要】 

うずま川遊会は、栃木市発展のきっかけとなった母なる川『巴波川（うずまがわ）』をテーマにした

各種事業を実施することで『まちなか』再生を図り、栃木市全体の活性化の大きな潮流を生み出す

ことを目的として、栃木市商工観光課を事務局とし、平成１７年４月２０日に発足した。組織は、

団体会員８団体（「（社）栃木市観光協会」「（社）栃木青年会議所」「栃木商工会議所青年経営者会」

「栃木市商店会連合会」「栃木市商連青年会」「ネットワークとちぎ」「小江戸とちぎ会」「栃木市」）

と延べ約６０名の個人会員から構成されています。 

 

【主な活動】 

①舟行イベント（正式名称：蔵の街遊覧船） 

平成 21 年 7 月から年末年始を除く毎日運行を行っています。 

②春イベント （正式名称：うずまの鯉のぼり） 

巴波川の区間約 500ｍを 1,151 匹の鯉のぼりで彩ります。 

③夏イベント （湊町の神事「百八灯流し」への協力） 

④秋イベント（正式名称：オクトーバーフェスト in 蔵の街） 

ドイツビールやドイツ料理を楽しめる祭りを企画しています。 

⑤冬イベント（正式名称：うずま冬ほたるキラフェス） 

約 500ｍの区間の巴波川両岸を約 30,000 個の発光ダイオードで装飾します。 

～仲間とともに楽しいエコものづくり～ 

「捨てる前に・ひと工夫」を愛(合)言葉に地域の皆さんに 

エコものづくりを通して「もったいないの心」を伝えたいと、 

仲間が集い活動しています。 
 

 

主な活動 

・エコ手芸……着物リフォーム・布ぞうり・つるし雛・ペットボトル、 

牛乳パック小物づくり・ペットボトルで作る椅子 

・出前講座……エコ手芸 

エコチャレンジスクール支援事業マイハシ作り 

 

 

※体験会どうぞ 

毎月第 4 土曜日 10:00～くらら 

皆さんのアイデア大歓迎！です。 
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シルバー大学校南校同窓会栃木支部 

 蔵の町子ファミリー 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0196 

登録 No．0198 

私たちは「とちぎし男女共生大学」受講生と、その運営にあたったボランティアメンバーの 

集まりです。 

 

共生大学で学んだことを、ただ知識だけに終わらすのはもったいないと、男女共同参画社会の 

実現を目指し、出前紙芝居による啓発活動を行う「蔵の町子ファミリー」を結成しました。 

 

大学卒業後、介護施設、市内企業、自治会、 

学校などで数十回の出前紙芝居を行っています。 

 

男女共同参画社会に関心のある方は、 

ぜひ「蔵の町子ファミリー」にご参加下さい。 

シルバー大卒業者で旧栃木市内に在住、シルバーの名のごとく 

全員シルバー年齢で 200 名の会員により組織されています。 

地域活動を通して社会参加・地域貢献を目的に活動して 

います。 

活動は支部全体、市内を 15 班に分け各班単位、卒業年度 

同期、有志による活動と、内容も幅広いものとなっています。 

 

■主な活動 

1．支部全体の活動＝緑地公園美化活動・ふるさと探訪・研修旅行・ 

ハイキング等々 

2．班活動＝栃木駅周辺・運動公園・各町内の公共施設等 

3．卒業同期活動＝栃木駅・運動公園・太平山等の美化活動 

4．有志による活動＝下都賀病院玄関での案内・蔵の街美術館の案内・国

際交流協会の補助事業・地域公民館で高齢者の心の癒し等々 

◎楽しいシルバー大に入学、卒業後一緒に活動しませんか。待っています。 


	touroku2012-24
	touroku2012-25
	touroku2012-26
	touroku2012-27
	touroku2012-28
	touroku2012-29
	touroku2012-30
	touroku2012-31
	touroku2012-32
	touroku2012-33

