
 

 
ヤングサポートグロリア 

とちぎフィルム応援団 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0296 

登録 No．0303 

ヤングサポートグロリアは、若者の仕事の悩み相談と、自立支援のサポート、 

一部青年サークルのサポートを行うために立ち上げました。 

現在は青少年の就職難、非正規雇用による生活難等大変厳しい状況により、せっかく 

就職できても自信をなくして退職する方、ひきこもってしまう方が多くなりました。 

ヤングサポートグロリアは、そのように苦しんでいる方々の相談を行っています。 

 

続けて相談をすることで自信を取り戻し、自分の生き方を考えていただき、 

次へのステップを踏み出していただくようサポートを続けています。 

わずかではありますが、就職につながった実績もあります。 

 

ヤングサポートグロリアは、 

おもに栃木市の勤労青少年ホーム等で活動しています。 

 

とちぎフィルム応援団を簡単に言うと、 

映画やドラマ、ＣＭなどにたくさん来てもらうことで、栃木の街が 

テレビや映画の画面にたくさん出ることで、栃木の人には郷土を誇れる 

ようになってもらい、他県の人には栃木市に興味をもってもらうことを 

目的にしています。 

そのために、映画やドラマのロケの打診及び交渉、ロケハン（ロケーションハンティング。撮影に

適した場所を探して歩くこと）及びロケの同行、ロケ隊の要請に対する各種調整、トラブル処理、  

弁当及び宿泊の斡旋などをしています。また、映画やドラマのエキストラを募集していますので、  

テレビや映画に興味があったり、テレビに出てみたい！とか、

俳優さんや女優さんに会いたいなー！ なんていうミーハー

な方も大歓迎ですので、ぜひエキストラ登録してくださいね。

登録は「とちぎフィルム応援団」で検索してください。   

ウェブで簡単に登録できます。

http://www.fctochigi.rpr.jp/web/recruit/index.html 



 

 
くらし 36°衆 

 栃木の語り部 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0304 

登録 No．0305 

360 度、視野を広げて住まい造りのサービスを続けてきた、

その道のプロ達。古民家再生のプロ、材木屋のプロ、30 年間

住宅設計してきた設計士…何かが違う！ここにきて、何か 

違いが生まれてきている！時代の流れか？流行についていけ

ないのか？…今までも、これからも自分達のやってきたこと以

外のことなんかできっこない！ 

……そうだ、今一度自分を考えてみよう！360 度手広くして

いても、自分ができる範囲はその 1／10。 

つまり…十人十色！  360 度の 1／10、 36°でいいじゃ

ないか！自分のできる範囲をしぼり、もっともっと、家造り 

サービスに全力をつくそう！… 

生活を見直し、36°のサービス提供を！！ 

だから一般の興味ある人！勉強会しませんか？ 

プロとの話も楽しいもんだぜーーい！！ 

例 古材の似合う家造りの研究 
 

どこに使えばカッコイイ？ 

どんな形がステキ？ 

丈夫か？使えるか？ 

もっともっと… 

「栃木の語り部」は、栃木市を中心に民話などの語りをしています。子どもの頃に、祖父母や母から

昔話を聴いて育ちました。そのあたたかさ、楽しさを今の子供たちにも伝えたい、との思いで語り部

活動を始めましたが、最近では大人や高齢者への語りの出前も増えました。地域に伝わる話の採話、

創作民話、学校と連携しての教材作りにも取り組んで伝承活動をしています。 

小中学校や短大や大学の授業の他、学童保育、デイサービス、高齢者の集い、地域のイベントなどで

語っています。 お気軽にお問合せください。   ※連絡先 ☎080-5424-2994 間中一代 

 

 

む
か
し
、 

む
か
し
の 

話
だ
～ 

 



 

 
小山友の会 

 ほうれん草 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0306 

登録 No．0308 

私達『ほうれん草』健康料理の活動は、35 名の人数で 6 年目に入りました。 

栃木長寿園調理室で、高脂血症予防、夏バテ予防、貧血予防、肝臓病予防などについて、 

先生を迎えて講話を聴いたり、実習で作った料理を食べながら、話し合いをし勉強しています。

『ほうれん草』という名前は、元気で強いポパイからとりました。 

 

小山友の会は、羽仁もと子が創刊した「婦人の友」の愛読者のグループです。 

「婦人の友」は、まもなく創刊 110 年になります。 

よい家庭からよい社会へと願い、衣・食・住、家計、子育てについて、学びあっています。 

小山友の会は、1946 年に設立し、約 110 名、20 才代～80 才代の会員が活動しています。 

写真は、幼稚園のお母さんと一緒に、小山友の家でパンつくりをしているところです。 

その他に、エプロン作り講習会や、今、話題になっている、鍋帽子を使っての料理など、 

地域の方々と交わって、楽しい時をもっています。 

11 月には、家計を中心に家事家計講習会を、毎年 

開催しております。 

      

ご希望の方は、 

いつでもお声を 

かけてください。 

 



 

 

◆旧栃木駅舎保存館◆ 

◇平日木曜のみ休館 入場無料 

◆魔方陣スーパーカーミュージアム◆ 

◇金・土・日・祝のみ開館 

◇大人 800 円 子供 300 円 

特定非営利活動法人 ToSCA 

 FUN
ふ ぁ ん

 FACTORY
ふ ぁ く と り ー

 
～障がいのある方の社会参加とまちづくりを応援します～ 

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0309 

登録 No．0310 

旧栃木駅舎は昭和初期建造のドイツ式建築で市の 

シンボル的存在でしたが、駅周辺の再開発のため 

取り壊されることとなりました。駅の保存を望む 

声は大きく、4700 名を超える署名が集まり、 

駅の移築を成し遂げる原動力となりました。 

「生まれ変わった駅舎を未来に向けて活躍させたい」

そんな思いから、昭和という時代を駅と共に歩んだ 

車たちを展示する博物館を併設しました。 

◆【開館】ＡＭ10:00～ＰＭ5:00  

◆栃木市野中町 553 ☎0282-20-5521 

～栃木市総合運動公園西側～ 

◆FUN FACTORY は、障がいのある方と共に余暇を利用した社会参加の促進を中心に活動して

います。障がいのある方の地域生活の一課題として「余暇の過ごし方」がニーズとしてあります。

そのニーズの背景には障がいがあることでの「機会損失」「気分転換困難さ」「つながりの狭さ」 

「移動の制限」など、個人的な要因を含めると様々あり、もう一つサポートがあれば自己実現に向

けて頑張れると感じている方は少なくありません。 

FUN FACTORY では、いろいろなイベントやきっかけ（機会）を起こし、緩やかに活動を 

行なっています。主に３つの活動を行い上記の課題に取り組んでいます。 
 

活動① 余暇の促進活動・・・外出の機会を通して社会体験を行い、自己成長につなげる。 

活動② 働 く 体 験 活 動・・・パン工房での働く体験を通し、社会性を養い、働く意欲やきっかけ

または社会にでる自信を育む機会を提供。 

活動③ そ の 他・・・他団体との恊働・勉強会 

 

 

 

問い合わせ 

担当 梁島（やなしま） 

TEL 08030115851 

HP:http://www.funfactorys.com/

 info-npo@funfactorys.com 



 

 
栃木特別支援学校 しらさぎ会 

 アイリング 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0313 

登録 No．0314 

しらさぎ会は、栃木県立栃木特別支援学校（旧栃木県立栃木養護学校）の卒業生が会員と 

なり、昭和 62 年にできた団体です。いろんな行事を通して会員の親睦を深めています。 

事務局は栃木特別支援学校内にあり、年間を通して約月 1 回の活動をしています。 

主な行事は、自主行事と学校行事への参加があります。下記にご紹介します。 

自主行事 

ボウリング大会＋昼食会（含む総会 5 月）／日帰り旅行（去年は軽井沢、今年は群馬県ドイツ村

7 月）／秋のお楽しみ会（10 月）／成人を祝う会（栃木サンプラザ 1 月） 

学校行事 

運動会（6 月）／親子のつどい（8 月）／しらさぎ祭（栃木特別支援学校学校祭 11 月）焼き 

そば販売／卒業式（→しらさぎ会入会式 3 月） 
 

※もし、お手伝いいただける方があれば、 

ご協力お願いします。 

※連絡先 

☎0282-24-7575 しらさぎ会事務局（三浦） 
 

しらさぎ会会長 荒井朗 

アイリングは、「愛の輪」をふるさとの地に広げようと 2009 年 4 月に作った音楽愛好家達の 

ボランティアサークルです。特に地域の老人施設などを月に 1〜2 回ほど訪問し、オカリナ、 

フルート、ギターなどの慰問演奏をしています。曲目は、昭和の歌謡曲や、愛唱歌、童謡、映画音楽

などです。演奏時間は 30〜60 分くらい、高齢者とのふれあいを大切にしながら、会話を交え、 

交流を深めています。演奏が終わって、笑顔の拍手を頂くと、昭和を支え、今の日本を築いてくだ 

さった人生の先輩に、心からの感謝を込めて、もう一曲と演奏させていただいています。 

これからは、みんなで手をつなぎ、支え合いながら、生きていく社会が願われています。 

「音楽」が私たちのふるさとを作っていくひとつの「愛のリング」になることを祈りながら、 

これからも活動していきたいと考えています。今年は、ぜひ他のボランティアサークルとのコラボを

と願っていますので、よろしくお願い致します。 
 

ホームページ；http://www.cc9.ne.jp/~abc777 

住所：栃木市惣社町 2178-10  

☎080-3309-2866（イデイ） 



 

 
不二見川柳社 

栃木合唱団 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0316 

登録 No．0320 

栃木市の不二見川柳社は歴史は古い。昭和 12 年頃当時、村山東天坊さん（故人）が、 

主体となって何人かで句会を催したのがはじまりとか。そして柳壇の六大作家と称えられた 

前田雀郎先生も時々お招きしたようだ。 

戦争で雀郎先生は郷里である宇都宮に疎開され、戦後東京へお戻りになる十数年間は栃木へも

よくおいで下さり、今、山車会館入口右側にある「この町に西日を戻す山車の丈」の句碑は 

不二見 70 周年（市制 70 周年の記念事業）で同人一同で建立したものである。 

不二見川柳社では、毎月、月はじめの土曜日午後 1 時より文化会館 3 階を会場にして句会を 

ひらいております。川柳に興味をお持ちの方、 

楽しい会ですのでご参加をお待ちしております。 

年に一度、栃木市文化祭協賛の川柳大会を開催

会
員
の
米
寿
祝
の
集
ま
り 

情報紙をお読みの皆さま、私たちは栃木合唱団です。 

現在、団員は 26 名で、毎週金曜日に声を合わせています。（栃木市栃木文化会館 1 練習室にて） 

昨年 2011 年には創立 55 周年を迎え、ゲストにボニージャックスの皆様をお迎えして、記念 

演奏会を催しました。栃木県内でも最年長といってもおかしくないほどの当合唱団ではありますが、

懐かしの唱歌から最新の組曲作品まで、様々な合唱曲を今までに歌ってきました。 

新しく楽譜をもらって歌い出すと、初めは（暫く経っても）音が分からなくなってしまったり、 

テンポにおいてきぼりにされてしまったりと、右往左往することも多少（多々？）ありますが、 

そこは、我らが大塚道子先生・澤村恵子先生の粘り強～～～～～～～～～～い、ご指導の下、 

できなかったことすら楽しみながら気長に歌ってきました。 

私たちは、歌う喜びを分かち合う仲間を募集しています。 

年齢・経験は問いません。卒業して歌うところを探している方、 

仕事の合間に歌いたい方、とにかく歌いたい方、大歓迎です。 

ぜひ私たちと一緒に歌いましょう。 

連絡先：木村典正（代表） 090-7739-6780 



 

 

全国重症心身障害児（者）を守る会 栃木県支部 

栃木凧あげクラブ 会人会（かいとかい） 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0322 

登録 No．0324 

栃木凧あげクラブ会人会は、結成 3 年を迎える 

パークパートナーの一員です。公園を健全に利用する、 

公共心や協働事業への啓発、生き甲斐づくりを目標に、 

「作って楽しみ、上げて楽しみ、撮って楽しむ。 

認め合い、称え合い、教え合う」をモットーとして 

子供から、昔の子供までの幅広い異世代間交流を目指す 

凧あげクラブです。 

◇活動内容 

凧あげ大会開催／凧づくり教室開催／協働

まつり「凧づくり教室」／カイトフォト展開

催／ナイトカイトパーティ開催／他団体の

凧揚げ大会参加／草むしり大会（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ 

ｸﾛｰﾊﾞｰを探せ） 

栃木市内で大きな凧を見掛けたら 

   ぜひ声を掛けてください。 
草むしり大作戦 凧作り教室とｶｲﾄﾌｫﾄ展 

凧あげ大会 

私達は、社会福祉法人の全国重症心身障害児（者）を守る会を母体として活動しています。 

守る会は昭和 39 年 6 月に発足し「最も弱いものをひとりももれなく守る」という基本理念に 

沿って全国各地に支部を置いています。 

重症心身障害児（者）という名称さえまだ世の中に知られていない時代に、 

その親たちの切実な思いから発足しました。 

重症心身障害児（者）とは、重い身体障害者・肢体不自由・知的障害を合わせもっている人の 

ことで、一人では生きられず、しかし家族にとっては大切な命です。 

発足から 50 年近く経過しており、 

現在の厳しい社会情勢の中で変革する法律や 

守るべき家族の高齢化による後見の事業課題は 

いくつもあります。 

 

これからも“大切な命”を守るために 

どのようにしてゆけば良いのかを考えていきます。 

 



 

 

とちぎ子育てネットワーク 

こひらクリニック腎友会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0325 

登録 No．0326 

2009 年に発足したとちぎ子育てネットワークは 20 団体が力を合わせて、親が安心して 

子育てのできる環境と子どもたちが健やかに育つ環境づくりを目指し活動しています。 

2011 年度は「本物の豊かさについて見失っていたり忘れていることに気づくこと」 

「他人と比べることなく、自分らしく生きることの素晴らしさ」を、市民のみなさんと共に 

学びたく“地球のステージ”を上演し、とちぎ協働まつりでは“子育てエリア”を担当、 

昔遊びあり、チャリティーバザー、自然教室、親子でくつろぐ遊び場等を提供しました。 

とちぎ協働まつり 2011 のようす 

私達の会は、こひらメディカルクリニックに通院する、 

人工透析患者（会員数 30 名）で、作っている会です。 

皆さんは、「人工透析」又は、(血液透析)という言葉を聞いたことが 

あるでしょうか。これは腎臓病が、悪化して「腎不全」となった 

患者の延命治療方法です。一週間に３回、１回５時間～６時間の 

時間をかけて透析治療を受けています。水分制限、食事制限、 

その他厳しい自己管理をしながら社会復帰し、生きていけることを 

感謝し、日々の人生を送っています。 

私達は、全国腎臓病協議会（会員数 99,184 名）栃木県腎臓病患者友の会（会員数 1,423 名）

という組織の傘下に入って活動しています。私たちの願いは、 

① 腎臓病（CKD）の早期発見、早期治療の確立（透析患者を増やさない） 

② 透析患者の生活の質(QOL)の向上（透析患者の治療環境、生活環境の向上） 

③ 臓器移植の推進、臓器移植キャンペーン（腎臓移植による透析からの離脱）です。 

全国の仲間と一致団結し、国会請願署名運動（年 1 回）を行い、国へ働きかけています。 

日々の活動は、総会・研修会・交流会（日帰りバスツアー）等、親睦を深めています。 



 

 

AA 佐野グループ 

こくら工房 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0327 

登録 No．0328 

栃木市内のイベントにもひょっこり現れる 

“ウシ”でお馴染み（？）の「こくら工房」は、 

栃木市をはじめ、宇都宮市や野木町など県内各地で 

活動しています。 

バルーンアートを使っての、イベントの賑やかし、 

学童保育での工作体験、託児ボランティアなど 

子ども達との交流を行っています。 

 

  それからもう一つは、オリジナル紙芝居や挿絵・マスコット等の創作です。 

民話や昔話など「オリジナル」の作品が欲しい団体さんからのご依頼で、 

これまで７作品をつくりました。 

チマッとした絵しか描けませんが、ご要望があれば対応させていただきます♪ 

あくまでアマチュアの“ウシ”ですが、 

都合がつけば、どこへでも参ります。お気軽にお声掛け下さいませ♪ 
 

【連絡先】 ･090-5199-6673（代表：小倉克洋≪通称：ウシ≫） 

【参考ＵＲＬ】（ウシブログ）  http://blogs.yahoo.co.jp/usaposen 

栃木県新たな公の担い手支援事業   
地域安心プロジェクトのマスコット 
『みまもるくん』 

バ
ル
ー
ン
の
よ
う
す 

AA とは、アルコホーリクスアノニマスの略で、 

日本語では無名のアルコール依存症者たちと訳されてます。 

アルコール依存症者の回復のための集まりです。 

ミーティングを通じて、自分たちの苦しい体験を話し、 

そこから回復することを目的としています。 

 

現在、ミーティングは週二回開催しております。 

毎週月曜日に栃木市のカトリック栃木協会、 

金曜日に、佐野市の城山記念館にて 

夜 7 時から 8 時 30 分まで開催しております。 

どちらもどなたでも参加できます。 

 

お酒の問題で苦しんでいる方、そのご家族の方、 

医療や福祉関係の方、どうぞ足を運んでみてください。 

回復はそこにあります。 

 



 

 
とちぎ食育応援団下都賀 

下野民話館とちぎ 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0329 

登録 No．0331 

日頃は昔ばなしの伝承活動をしています。歴史の文献等を

読んで「語り」としてお話を組み立てて語っています。 

先日は子ども達に招かれて、道徳的な昔ばなしをいくつか

語ってきました。最近の子ども達を取り巻く情勢は、耳を 

塞ぎたくなるようなニュースばかりですが、民話で癒された

ひとときでした。 

語りでお役に立てればと思います。ぜひお問合せ下さい。

～お知らせ～
 

毎日うだるような暑さでしたが、すっかり秋らしくなりました。 

秋の夜長の読書ならぬ、午後の昔語りを楽しみませんか。 
 

◆日 時：平成 24 年 10 月 24 日（水）14:00～（開場 13:30） 

◆会 場：道の駅思川 評定館和室  ※入場無料 

◆語りべ：島田トヨ子・山野上美代子 
語りべ 山野上美代子  
･090-5395-4982 

◆     ◆      ◆      ◆      ◆     ◆ 

とちぎ食育応援団下都賀のメンバーは、一人ひとりがそれぞれの町で活動しながら、情報を 

共有し、ゆるやかなネットワークでつながっています。 

壬生町のメンバーは、自分の畑で毎年、近くの保育園の園児と一緒に芋ほり等をして、 

農に親しんでいます。 

下野市でハーブ園を営んでいるメンバーのところへは、施設の皆さんが散策や摘み取りに 

来て、癒されています。 

大平町のメンバーは、食生活改善推進員として積極的に活動していますし、栃木のメンバーは、

子どもたちと一緒に公民館で調理をしたり、そば打ち教室を開催しています。 

そして、会長は、宇都宮のアグリプラザまで足を運び、本年 6 回目となる「食と農について 

学ぶ」の勉強に余念がありません。 

 

生産者と消費者のパイプ役として、 

近い将来、活躍出来る日を楽しみに 

鋭意努力中です。 

 



 

 

蔵の街うたごえ実行委員会 

栃木市女性史研究会「あいの会」 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0330 

登録 No．0343 

これまでの栃木の女性の歩みを書きとどめ、これからの女性に少しでも役に立てることが 

できたら……との願いをもって活動しています。 

平成 14 年に発足し、現在会員は 18 名。平成 19 年 3 月に栃木市で発行した『わたしたちが 

綴る栃木市の女性たち』の編さんに携わり、その後、自分たちで『伝えたい栃木に生きた女性 

たち 第 1 集』を編集・発行、続いてその第 2 集を 24 年 3 月に発行しました。これは、戦時 

体験に絞って、27 名の貴重な体験をお聞きしたものです。 

多くの方に読んでいただいて、改めて戦争の悲惨さと平和の大切さを感じてほしいと願っています。

冊子は市内図書館・公民館に置いてあります。在庫も少しあります。 

                           連絡先 ･0282-23-0951 梅村 

 

『伝えたい 栃木に生きた女性たち 第 2 集』 
出版を祝う会       定例会のようす 

今から 3 年前に街づくり活性化をはかる目的で、最初くららでスタートしたこの会も 

試行錯誤を重ねてきましたが、お陰様で演奏会の回数を追うごとに、参加者がどんどん増え、

誠に嬉しい限りです。 

参加者の中には、歌うことに戸惑っていた人達も、最近は、藤沼さんが結成している 

「ふーさんバンド」の素晴らしい演奏に胸をはって大声で歌っています。 

そして参加者全員が、笑顔で、明るく、元気に、愉快に楽しんでいます。 

今後は、演奏者と実行委員との意思疎通を深めながら頑張る覚悟です。 

どうぞみなさまの一層のご理解と 

ご協力をお願い致します。 

次回の集いは、12 月 15 日（土） 

 栃木商工会議所にて。乞うご期待！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

れんげ畑の会 

わたらせ未来基金 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0333 

登録 No．0334 

私たち「れんげ畑の会」は、旧栃木市のとちぎ地域福祉計画の策定に携わったことをきっかけに、

子どもの笑顔があるまちづくりに少しでもお手伝いができないかと、「れんげ畑」を作り、 

今年で９年目を迎えました。 

 秋に休耕田に種を蒔き、5 月の連休ごろ畑を開放しています。 

れんげ畑で、子ども達にのびのびと遊んでもらい、思い思いに親子や家族のふれあいの時間を 

過ごしていただきたいと考えています。 

 最近は、子どもだけでなく、年配の方々にも、昔を懐かしんで楽しんでもらっています。 

活
動
支
援
れ
ん
げ
の
種 

売
っ
て
ま
す
！ 

●わたらせ未来基金は、2001 年 3 月に発足し、「わたらせ未来プロジェクト」、「湿地保全・ 

再生プロジェクト」を推進しています。 

●わたらせ未来プロジェクトは、渡良瀬川上流・下流の連携を進め、流域の自然環境の保全・ 

再生と環境保全型社会の構築をめざしています。また、湿地保全再生プロジェクトは、渡良瀬 

遊水地内に造成された環境学習フィールドにおいて湿地保全・再生のための作業や自然観察等を 

行ない、将来への賢明な利用を模索しながらより良い湿地をつくっていきます。  
 

―参加してみませんか！―           

☆年間活動内容 

 ・渡良瀬湿地帯（渡良瀬遊水池）でのヨシ刈り、防火帯作りと 

刈ったヨシを利用して腐葉土を作成          

 ・渡良瀬湿地帯（渡良瀬遊水池）での自然観察会や講演会         

 ・足尾山地での植樹、草刈り等の上流域の緑化              

 ・流域再発見のためのウォーキング、「ウォーク・the・わたらせ」 

 ・環境学習フィールド内でのヤナギ・セイタカアワダチソウ除去と自然観察 

 
2012年7月、ラムサール条約湿地登録された渡良瀬遊水地に出かけ、 

皆さんで歴史・自然を将来へつないでいきましょう。 



 

 
夢歌 21 

ART STAGE どんぐりら 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0335 

登録 No．0336 

聞く人と歌う人の両方が元気になる演奏がモットーのフォークデュオです。 

学校や福祉施設、図書館やサロンなど依頼を頂き、どこにでもお伺いしています。 

今までに 112 ヶ所の施設やイベントで歌ってきました。呼んで下さった方々に感謝しております。 

 

それぞれの本業の合間をぬって、これからも地道に音楽活動を続けていきたいと思っております。 

ART STAGE どんぐりらは、ダンス・演劇等の舞台創造と、美術・音楽等のアートイベント 

プロデュースを栃木市より発信しているアートグループです。 

9 月 1 日・2 日、栃木市栃木文化会館小ホールにおいて、どんぐりら主催、朗読を楽しむ会共催の

「宮澤賢治の風まつり Vol 2・ろうどく劇とダンスによる星月夜の幻燈会」がのべ 650 名の観客をお

迎えして行われました。 

作品は、子ぎつねと子どもとの交流をあたたかく描いた『雪わたり』、ゴーシュが動物たちとの 

交流の中で成長していく『セロ弾きのゴーシュ』そして『雨ニモマケズ』の三作品です。絵本作家 

小林敏也氏のスライドが映し出され、チェリスト須田千香良氏の生演奏。その前で、10 歳～大人 25

名が力いっぱい踊り、演じました。大好評で感動の声がたくさん寄せられました。 

ART STAGE どんぐりらの、次回の企画をお楽しみに！ 



 

 

とちのみキャラバン隊 

第３コミュニティ地元学習会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0338 

登録 No．0339 

「障がい」と聞くと、皆さんはどのようなイメージを持ちますか？ 

私達「とちのみキャラバン隊」は、目には見えない知的や発達障がいをもった子どもの 

理解啓発活動を、出前授業という形で活動している団体です。 

知的・発達障がい者・児との距離感を縮めるため、日々の実体験に基づき、分かりやすく 

お話ししていきます。 

出前授業では、実際に「あなたも」障がいを体験していただきます。 

その体験を通して、心の奥底にある、誰もがもっている「やさしい気持ち」そして 

「みんなちがって、みんないい」と思う気持ちに気づいてくれたらと思います。 

 

栃木の歴史を一緒に学びませんか？ 

この会では、第三地区（沼和田町、河合町、境町）をはじめ、栃木市の昔の姿を、 

栃木の郷土史家であり栃木の歴史の生き証人でもある、熊倉精一さんから学んでいます。 

地元栃木市境町に生まれ育った熊倉さんは、御年 92 歳。定年退職後から 30 余年にわたり 

栃木の歴史を調査研究してこられ、旧家から持ち込まれる膨大な古文書の解読もしています。 

家に伝わる古文書の解読もしていただけます。 

歌麿の研究もされていて「歌麿通り」の名付け親でもあります。 
 
 

◆栃木の町並（古地図に学ぶ） ◆巴波川の舟運 

◆栃木の市
いち

    ◆栃木における歌麿 
 

などについて学んでいます。 

                  皆様のご参加をお待ちしております。 

 

■日 時  毎月第 2 日曜日 13:30～  

■場 所  とちぎ市民活動推進センター 



 

 

特定非営利活動法人 CO2 削減で地球を救う会 

栃木市更生保護女性会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0344 

登録 No．0345 

栃木市更生保護女性会は「女性」としての立場から、犯罪や、非行のない地域社会を目指して 

活動している全国規模のボランティア団体です。 

栃木市会員 300 名。全国では 20 万人を超えます。 

主な活動は、更生保護施設栃木明徳会への支援協力、特に就業支援事業の一環の野菜（トウモロ 

コシ等）の栽培・販売協力、矯正施設栃木刑務所矯正展出店協力や法務省提唱の「社会を明るく 

する運動」への協力、保護司会との連携で犯罪予防活動、更に研修を兼ねたレクリェーションなど

を行っています。三町合併後広報紙「あじさい」を創刊・発行しました。 

紫陽花の花のように力を併せて明るい社会を目指し、会員の輪を広げて活動していけるようとの 

思いを込めています。どうぞよろしくお願いします。 

矯正展 協力         就業支援・野菜販売         研修旅行 

任意団体からＮＰＯ法人になって 3 年目。会員を中心に栃木市界隈の里山整備をしてきました。

今、里山は荒れ放題。篠竹と蔓草で広葉樹は活力をなくしています。 

里山を彩る林は人の手入れがあって初めて成立するのだということを、整備活動で思い知らされま

した。今年から竹林を中心に整備活動をしています。 

健康な自然環境の維持には、啓蒙活動も欠かせません。それで、昨年は会員や一般を対象に 

キノコ栽培の実習を 2 回ほどしました。ナメコ、ヒラタケ、クリタケ。 

今年は、小学生と保護者の親子を対象に竹祭りを実施しました。 

親子合わせて 40 人余りの参加者があり、竹馬作り、その日に切った 

生竹の樋（とい）での流しそうめんに、みんな大はしゃぎ。 

来年の竹祭りも、心ときめく面白い趣向で催します。 

ボランティアさんの参加も歓迎ですよ。 

 



 

 

とちぎアマチュアビデオライブラリー 

栃木八木節連 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0346 

登録 No．0347 

とちぎアマチュアビデオライブラリーは、「栃木市の今」をビデオで撮影、編集 DVD を作成する 

6 名のアマチュアビデオグループです。市内の出来事、季節の変化、文化、歴史等々を取材、 

撮影、編集、DVD 作品を作成、記録保存をしています。 

活動状況としては平成 23 年 1 月～12 月の１年間で 105 回の取材、撮影。平成 24 年 1 月～ 

9 月の間で 85 回の取材、撮影をしています。この取材したテープをパソコンで編集した記録 

DVD は、平成 22 年発足以来約 180 枚になります。制作した DVD は「くらら」に保管、 

貸し出し自由です。ぜひご視聴下さい。また、大平地区、藤岡地区に関係した作品は各図書館でも 

貸し出しをしています。私たちはボランティア的な活動をしており、ビデオ制作は原則無料で、 

DVD 1 枚を撮影協力の御礼としてプレゼントさせて頂いております。 

（ただし、その後のダビング分は有料制作です。） 

なお、栃木市 PR を目的に NHK 宇都宮放送局に投稿、 

月 1～3 回放映されています。NHK 総合テレビ、水曜日 

18 時 40 分からの「とちぎ 640・マイビデオ」で 

放送されます。ぜひご覧下さい。 

皆様に取材のお願いの際は、よろしくご協力願います。 

栃木八木節連は、栃木県の伝統民謡である八木節、発祥の地は足利市で、両毛地区に広まり、 

人々に愛されてきました。これからも多くの人々と交流を深め、心身共に、より健全な社会を 

目指すため活動を続けております。 

八木節のテンポは、ブラジルサンバに似ており、観る人聴く人身体でリズムにのってきます。 

10 月 14 日には、皆川地区コスモス祭りで盛大な演奏を披露しました。 

私達もお客様と一体になり爽快なひとときでした。 

これからのスケジュールは、12 月に皆川の太子神社で冬至祭り参加の予定です。 

現在はそれに備え練習を重ねております。 

また今回、平成 25 年に向け、メンバーを募っております。 

男性女性共に、たくましく美しく、若返りの八木節に 

ぜひ一度お友達を誘い、触れてみて下さい。 

 

◆練習場 さくら保育園 さくら 3J ホール 2F 

◆日 時 毎週木曜日 19:30～21:00 

◆連絡先 090-9010-1855（代表 ゆかわ） 



 

 
朗読愛好会 

とちぎの山車祭り伝承会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0348 

登録 No．0349 

さ れ ど 朗 読 
“たかが朗読、されど朗読”朗読に魅せられた者が集まってできた会です。 

作品の内容は、時代背景は、登場人物の性格は、作者が伝えたいものは……と、意見を交わす。

朗読公演もできる限り拝聴して、作品の構成、声の出しかた、音量……等々、朗読の良さを学び

取る。朗読公演の情報も欠かさない。その上で、音声表現を検討する。大きな声がいいのか 

小さな声か、ゆっくりか早口か、あるいは高い声か低い声か、……と、実際に声に出して読み 

ながら考えていく。作品選びから始まって、話合いは延々と続く。実はこの長い長い時間がより

よい朗読を生み出す力と考えている。 

イタリヤ歌劇にベル・カントという歌唱法がある。高い声も低い声もすべての声が美しく、 

しかも聞き手の心に響くような声を追求しているのだそうだ。 

朗読もそうありたいと願う。ただ朗々と読みつなぐことだけではなく、 

時には、とぎれとぎれに、あるいはつぶやきもあってよし、とにかく 

聞き手の心に響くような朗読を目指したいと話合いを続けている。 
 

今は、具体的な活動の場はないのですが、いつか必ずや市民の皆さんに、 

成果をおみせできる日の訪れることを夢見て“されど朗読”と頑張っています。 

祭りは参加して初めて楽しさを味わえる!! 

とちぎの山車は日本一!! お祭りを担う人達はみんな、とちぎが日本一と思っています。

心意気はお祭りに表われます。みんなの思いが、２年に一度人形山車に結集されます。

祭り見る人、作る人、そのまた祭りの支え人。どんな立場でもいいんです。 

自分に合った自分の立ち位置をみつけ、お祭りを楽しみましょう。 

あなたの楽しむ姿を見て、あの人も参加したくなります。 

きみが楽しめば、みんなが心温かくなります。 

お祭りは参加して初めて本当の楽しさが分かります。 

本当の楽しさを知ってしまえば、もうあなたは伝承会に 

入らなければ満足できないぞ!!  

伝承会は、あなたを待ってます。 

楽しさの真っただ中、 

心躍る伝承会に参加しましょう。 



 

 
南 球 会 

全要研栃木支部 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0350 

登録 No．0351 

「南球会」はシルバー大学校南校を卒業したグラウンド・ゴルフ 

愛好者が平成 20 年に立ち上げ、五年目になります。現在 40 人で 

組織されており心和めるクラブです。活動は栃木市総合運動公園での 

毎月 3 回の定期練習会と奇数月のコンペ、毎年 2 回の一泊二日で 

行う遠征コンペ並びに観光などを企画し、また各種大会への参加、 

蕎麦打ち会、食事会、カラオケなど 

などを通して健康の維持増進と会員相互の親睦を図りながら「人生は 

楽しく！」をモットーに活動しているクラブでもあります。クラブ員は 

日頃各方面でいろいろなボランティア活動を行っている人が多く、たまの 

集まりは蜂の巣を突っついたような元気印に変わるひと時でもあり、心の 

オアシスでもあります。グラウンド・ゴルフは簡単なスポーツであるが 

故に、奥が深く、技術の練磨はもちろん、知識、マナーを学び、人と 

しての「絆」を大切にしながら今後も更なる活動を継続していきたいと 

思っております。興味をお持ちの方は一緒に楽しんでみませんか。 

ご連絡をお待ちしております。 

                        【事務局：柴崎 実 090-3499-0190】 遠征コンペのスナップ 

練習後のスナップ 

全要研栃木支部は全国組織の１支部であり９年前に発足。 

要約筆記の研究、研修、啓蒙、聴覚障害者への支援活動が主です。 

要約筆記とは、人生の途中で病気、事故などの原因で聴力を失った人、また手話の分からない 

聴覚障害者のために、日本語で文字通訳を行うものです。 

最近の活動は、要約筆記の技術向上のための研修はもちろん、啓蒙活動に力をいれております。 

一般社会にまだまだ「要約筆記」の周知がされていないからです。その方法として、各市町を回り、

要約筆記の利用状況の確認や、設置のお願い、ミニ講座を企画し、案内を出すなど。実際に実施して

くれた市もあります。 

さらに、各講演会などに要約筆記設置の要望もしております。その結果、何箇所かにつけていただく

こともできました。要約筆記は説明をするより、見ていただくことが最良だからです。 

また、3･11 震災を受けて、災害時に聴覚障害者にとって文字情報がいかに大切かを知っていただく

ために、県の防災訓練を見学し、来年足利で行われる訓練には参加を希望し、計画中です。 

各地の福祉祭りなどでも啓蒙を行っています。 

栃木の協働まつりへの参加も考えております。 

地道な活動もありますが、引き続き行いたいと思っております。 

ミニ企画はいつでもお受けできますのでよろしくお願いします。 



 

 

社会福祉法人 イースターヴィレッジ 自立援助ホーム マルコの家 

ほ し ぞ ら 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0352 

登録 No．0353 

自立援助ホーム「マルコの家」は、2010 年の７月に開設されました。 

“自立援助ホーム”はその名の通り、子ども達が自立した生活を送る事ができるように、援助を 

するところです。職場の開拓や安定した職業に就かせ、就労に関する相談に応じます。 

他に健康管理、金銭管理、余暇活用、食事等の日常生活に関する相談・指導・援助も行います。 

そして、子ども達の心身の状況や、生活歴等の把握に努め、その子どもにあった適切な援助を 

行います。 

子ども達が、自立援助ホームに来る理由は１人１人違いますが、入所するほとんどの子ども達は 

虐待により、帰る居場所を失った子ども達です。まだ 10 代の若い少年少女達が、 

心も身体も充分な準備も整わないまま、自立を強いられ、私たちの施設へとやってきます。 

そんな彼らが、失敗をしても、過ちを犯してしまっても、 

目をそらさず向き合って、 

愛情をかけて、 

自立ができるように 

支援をしていきます。 

それが「自立援助ホーム  

マルコの家」です。 

コンサート全体集合写真 バザー 

天文現象を紹介する情報誌を 2 カ月おきに発行するのが主な活動になっています。  

それ以外では、栃木市大平町児童館で毎週水曜日に行われている天体観測会のお手伝いをして 

います。今年は 5 月 21 日（月）の「金環日食観測会」、11 月 3～4 日の「児童館子どもフェス

ティバル」にボランティアで参加してきました。どちらも大勢のお客さんがこられて、楽しく 

過ごすことができました。 

 

 

 

 

 
 
  

これから季節は冬になってゆきますが、天気が良い日が続きますので、お時間があれば 

大平町児童館の天体観測会にお越しください。素晴らしい星空にきっと出会えると思います。 

 ホームページのほうでも天文の情報や写真を紹介していますので、お時間がありましたら 

ながめに来て下さい。        ホームページ  http://www5.ocn.ne.jp/~kenta/ 



 

 

みかもウインドオーケストラ 

大平いきいきまちづくり塾 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0354 

登録 No．0355 

大平いきいきまちづくり塾は現在休眠中です。 

【経緯】当塾は合併前大平まちづくりとして各種団体の役員、一般町民の公募から成る 60 数名で 2 年間町の 

委託を受けて、1 年目は町の現状、課題等を勉強して状況を把握し、後 2 年目は将来の街づくりとして、3 グル

ープに分かれてそれぞれ提言、提案をして委託業務を終了しました。その提言、提案を今後どのように活用、 

取り入れられるのか?参加した有志 15 人で、提言、提案を見守り、又何か我々でもお手伝いができないかと、

発足した任意団体でした。 

【活動】当初は町の手の届かない誰もが参加できる施策を試み、町の花であるアジサイの植栽を行いましたが、

他の団体との競合、苗購入資金、ボランティア活動員の募集、等々の課題があり、その後の管理なども課題が 

浮き彫りになりました。 

【NPO 法人化】ボランティア活動の任意団体と言え一般の方々の協力には、上記活動から、有志会員からの 

限られた会費だけでは賄い切れず、人、物、金、と言われるように、最低の資金が必要である事が判りました。

そこで NPO を目指すことになり、検討しましたが、NPO に於ても最低の資金が必要であり、資金捻出の方法の

具体策が見つかりませんでした。 
【資金捻出活動】資金難から具体的活動策も見出せず、年を追う毎に会員の脱落がありますが、大平町の各イベ

ントである産業祭、桜まつり、夏こい、葡萄祭り等に於いて物販を試みましたが資金確保策としては大変貴重な

経験ですが、最低の活動資金確保までには至っておりません。規模拡大、アイデア、等によっては一つの方法と

考えております。 

【今後の活動】合併以降大平町としてのまちづくり方針が新市で考え検討されるようになり、私達のまちづくり

意欲も減退している状態ですが、これからのまちづくりは行政だけでは少子高齢化、財源不足等々から市民の 

ボランティア活動は協働として必要不可欠な施策と考えています。競合する所がありますが、初期の目的を 

尊重し私達の為、みんなの為になるように具体策を見出していきたいと思います。 

みかもウインドオーケストラ 

ホームページ http://www5.hp-ez.com/hp/mikamowind 

YouTube     http://www.youtube.com/user/MikamoWindOrchestra?feature=watch 
 

音楽監督及び指揮者としてさかはし矢波氏（栃木市出身、東京フィルハーモニー交響楽団フルート

奏者）を迎え、県内外から集った有志メンバーにより結成されたフリースタイルのコンサートウイ

ンドオーケストラです。 

2010 年夏に結成し、2011 年 2 月に行った第一弾の演奏会で大変な反響とご好評をいただき、

この度、第二弾となる演奏会を開催する運びとなりました。 

現在、2013 年 2 月 10 日に予定している第二弾の演奏会に 

向け、月に２回程度の合奏練習を行っています。 

 



 

 

めんず来楽部 

き ず な 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0356 

登録 No．0357 

私たちは、栃木市皆川公民館を拠点に「そば打ち教室」を開催して 

います。また「そば打ち研修」を企画し、年１回、県外のそば処へ 

行っています。それから、「皆川城址まつり」には、日頃の成果を 

皆さんにみていただくため、そば店を出店し、味わっていただいて 

います。 現在は、高齢化に伴い耕作放棄地が増えていますが、昔は、 

どの農家でもそばを栽培し、自分の家で打って食べていたそうです。 

いまでもそば打ちの技術を持っている方は多いのですが、なかなか 

伝承が難しいので、そば打ち教室「めんず来楽部
く ら ぶ

」を立ち上げました。 

そば打ち教室は誰でも参加できます。７００ｇ（4 人前）の粉を自分で打って、持ち帰ります。 

道具を持っていない方でも、ここで習っていけば手打ちそばが食べられます。「今年こそ！年越し 

そばは、自分の手で！」と思っている方は、どうぞご参加ください。

めんず来楽部の目標は、そば打ちで家庭が円満になる 

こと、子どもたちがそば打ち体験をきっかけに、食に 

関心をもち、家庭でお手伝いができるようになること。

そば打ちを習った方が地域で広め、コミュニティが 

豊かになることです。 

【きずな】 3.11 大震災以来、叫ばれたり、注目されている“きずな”について、少し考えてみました。

辞典によれば、「“きずな”とは、元々の動物を繋ぎとめておく綱の意味から、家族や友人など人と人とを

離れがたくしている結びつきを言うようになった。」と示され、ある識者は、若年層のモバイル・コミュニ

ケーションなど、深い人間関係を感じづらいことが多い、一方で、無縁社会が問題視され、その解決も 

求められている、など様々な提起をしています。【きずな】は以上も踏まえて”ひとと人との結びつきを 

より良い方向に”を目指しボランティア活動を進めています。 

①観光や文化に関する広報・交流活動――自治体や関係団体が発行するイベントや美術品展示などの 

情報を、より広く発信・伝心できるよう、ポスター掲示や貼り付けやチラシの配布を、地域間交流を

含めて、自主的に進めます。例えば、最近では栃木地域の“歌麿まつり”、大平地域での“光と音との

ﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄ”、“金田正一氏の講演とドリームペースボール“、美術館展示“浮世絵美人くらべ”など。 

②地域や団体が行う活動へのボランティア支援――例えば、最近では、無料での子どもマス釣り大会

実施について、・河川での囲い網設置、受付・道具貸出などのテント設営、当日の釣り指導、大会後の

後片付けなど。“秋まつり”での新栃木駅への山車巡行について、 

計画・準備、当日のテント設営、ゴミ箱の設置、巡行後の後片付け、 

ゴミ回収など。歌麿シンポジウムでは、 

巴波川舟運冊子第二版を歌麿ゆかりの地として 

内容の見直し改版し、提供をしました。 

 ③俳句、朗読等の支援、また行政や団体活動と 

連携し、地域、世代間交流の一助となる活動 

 
“おもてなし”      新栃木駅前での山車の“ぶっつけ” 



 

 
VC 栃木 

渡良瀬バルーンレース組織委員会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0377 

登録 No．0378 

今、私達がホームグラウンドとしています藤岡町の渡良瀬遊水地が、昨年ラムサール条約に認定され

世界的に有名になったことで、栃木市の気球を作る話が現実化されそうになっています。 

渡良瀬遊水地は自然の宝庫であり、旧谷中湖は現在上空から見るとハートの形をしており通称ハート

池と言われています。何年か前に男女のカップルにゲストフライトを頼まれた事がありました。そして

上空 500m 位に達した時、男の方がおもむろにポケットから婚約指輪を渡し、その後めでたくゴール 

インという実話があります。 

『渡良瀬バルーンレース』は毎年桜の花が咲くころに遊水地の運動公園内で『藤岡の桜祭り』と同時に

行われています。この情報紙が届くころに間に合えば、ぜひ来場していただき感動を味わって頂きたい  

と思います。気球に乗って渡良瀬遊水地の自然を皆さんに 

味わって頂き、そして子ども達にも『夢と希望と感動』を 

与えられたら活動し甲斐があると思います。 

どうぞ皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

■渡良瀬バルーンレース   

日 時 2013 年 4 月 5・6・7 日  

会 場 藤岡運動公園 ※6 日夜がバルーンイリュージョン。

問合せ ☎090-3245-4388（神島） 

こんにちは。ＶＣ栃木です！私達のクラブは発足してもうすぐ２年になります。 

あの東北大震災からちょうど３ヶ月目の 2011 年 6 月 11 日に発足しました。 

災害復旧ボランティアを主とし、ボランティアバス（ボラバス）を月に１～２回、１年半ほど運行 

しておりました。ボラバスでの行き先として、東北地方は、宮城県気仙沼市・南三陸町・七ヶ浜町。

岩手県陸前高田市。福島県南相馬市。大雨水害では、京都府宇治市。大雨水害や台風水害ボランティ

アはメンバー２名ほどで、新潟県燕三条市・和歌山県新宮市・熊本県阿蘇市まで行ってきました。 

泥かき、瓦礫の片付け、避難所でのお手伝い・・・色々な場所で色々な経験をしました。たくさんの

人とも出逢いました。「困ったときはお互い様」の気持ちで、たとえスコップ１杯の泥でもいい・・・

復興のお手伝いになればとの思いで今日まで活動してきました。VC 栃木の『VC』はイタリア語で

Viso Compaqno「笑顔の仲間」という意味で、笑顔でボランティアする仲間を１人でも多く 

この栃木市から送り出し、被災された方もつられて笑顔になってくれたらいいな・・・という思いで

名づけました。 

災害はいつ・どこで・どのようにして起こるかわかりませんし、 

災害なんてない方がいいに決まっていますが、もし起こった時には 

できる限りお手伝いしていきたいと思っております。 



 

 

旧清水屋本店 再生・活用プロジェクト 

混声合唱 二青会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0379 

登録 No．0380 

「二度目の青春を楽しもう！」（一部には「二度とない青春を楽しもう」だ！という声も）のコンセ

プトで楽しい合唱練習を続けています。発足は昭和 59 年 9 月。その当時 30 歳の青年はまもなく

還暦、来年は 30 周年を迎えます。毎年の栃木市合唱祭には第一回から連続出場しています。 

これまでに、オクトーバーフェスト出演や、施設慰問などの活動をしてきました。そのほか年に

１度の日帰り旅行、折々の懇親会などを開いています。45 名、平均年齢は？歳ですが、楽しさこの

上ない指導を受ける練習で、聞いて下さる人に、もっと大きな感動をしてもらえる合唱団になろう

と 4 月から練習回数を増やすことにしました。腹式呼吸で声を出すことで健康増進にもつながって

います。楽しい仲間とより美しいハーモニーを作る楽しさを求めて活動しています。 

仲間を求めています 

連絡先 二青会事務局（松本） 

☎0282-22-2070 

☎090-3060-0282 

Email：mtm401@maple.ocn.ne.jp 

 

旧清水屋本店は、倭町交差点近くにあり、例幣使街道に面して明治 40 年（今から 106 年前）には

既に店を構えていた老舗の蕎麦屋でした。 

店を閉めてから 10 年以上経ち、2 年前から空き家になっていました。土地や建物をどう処分するか、

家族の悩みともなっていましたが、私自身、思い出のつまった建物を取り壊すのは悲しいとの思いで、

何か活用する術はないかと考えるようになりました。 

そして、Facebook で呼びかけて集まってくださった 11 名の方々のご協力で、3 月 20 日に店舗部分

の掃除・片づけを行うことができました。 

今後は、老若男女問わず語り合える、地域の交流の場にしたいと思っています。 

これから少しずつ店舗を開放していきますので、お店が開いているときは、ぜひ立ち寄ってください♪

※連絡先 小野千恵子  milktea0822@gmail.com 



 

 
蔵の街 茶遊会 

県南圏域障害者就業者生活支援センター 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0382 

登録 No．0383 

お茶会を楽しもう！ 

「蔵の街茶遊会」は、平成 17 年に立ち上げたお茶のグループです。堅苦しくない、難しくない、

参加して楽しいお茶会、でもしっかりとしたお茶会を開きたい、というコンセプトのもと、茶道、

煎茶の「先生」9 名で構成されています。年 2 回のお茶会は、嘉右衛門町の岡田記念館翁島で 

行っています。固定客も増え、毎回約 200 人のお客様をお迎えしていますが、楽しみにして 

いる、次回はいつですか？という声を頂けるように 

なりました。 

また、観光客のお客様も多くなり、地元のお茶会と 

して認知されてきたようで嬉しく思っています。 

「蔵の街栃木」らしいお茶会を、これからも 

計画していきたいと思っています。 

和服を着て、あるいはちょっとお洒落して、 

皆さんどうぞ私達のお茶会にお出かけ下さい。 

 

障害のある人の「働く」こと、「暮らす」ことを一体的

にサポートする専門機関として、障害者就業・生活支援

センターが栃木県内６ヶ所に設置されています。 

 各地域ごとに、障害のある人の就労ニーズと企業の 

雇用ニーズを結びつける取り組みを進めるとともに、 

実習の実施、職場の定着、就労にともなう生活のサポー

ト等を関係機関と連携して実施します。 

 障害者就業・生活支援センターには、「就業支援ワー

カー」「生活支援ワーカー」等が配置され、企業の方 

からの問合せやご相談、また障害のある人ご自身や家族

からのご相談に応じ、ハロワークや行政、障害者職業 

センター、福祉施設、特別支援学校など関係機関と連携

してサポートします。 

県南圏域障害者就業生活支援センターめーぷる 

～あなたのくらし、あなたのしごとサポートします～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鷗未来創造ネットワーク白  

KURA STAR VOICE 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0384 

登録 No．0385 

鷗 鷗未来創造ネットワーク白 （未来ネット）は、白 大学教授 結城史隆先生のご指導のもと 

「地域と学生をつなぐ」をテーマに活動しているボランティア組織です。 

今年の４月で発足５年目を迎えます。 

とちぎ協働まつりなど地域主体で開催されるイベントに、スタッフとして参加しながら 

学生が地域と関わりやすくなるにはどうしたら良いかを考える中間支援機能を担っています。 

鷗 鷗また、毎年５月に桑山紀彦さんをお迎えし「地球のステージ」を白 大学東キャンパス白 ホール

にて開催しています。 

栃木市を中心として活動しています、ゴスペルクワイヤ【KURA STAR VOICE】です。 

2011 年 10 月から活動を始めて約 1 年半、曲のレパートリーも増え、イベント出演も少しずつ 

増えてきました。宇都宮で活躍中の【BROWN BLESSED VOICE】のリーダー、山中陽子さんを

講師に迎え、楽しく練習をしています。20 代から 60 代と幅広い年齢層と個性豊かなメンバー！ 

そんな素敵な仲間と一緒に感動したり、笑ったり、そして、聴いて 

いる人達にも笑顔と感動と元気を与えられるような歌をいつも 

歌っていきたいと思っています。ゴスペルが好き、歌ってみたい、 

ストレス解消、健康のために！私達と一緒に歌いませんか？ 

☆メンバー募集中☆ 

≪活動内容≫ 

［練習日］毎週火曜日 ［時間］19:00～21:00 

［場  所］栃木市南中学校 第一音楽室 

※いつでも無料体験できます！老若男女 OK！ 

［問合せ］稲生☎090-7194-0764   

庄司☎090-3212-4046 

http://tochigigospel.web.fc2.com/ 

くららフェスタにて 

練習風景 

クラ   スター  ヴォイス 



 

 
なのはな 

ハンドメイドマルシェ・ピクニック 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0386 

登録 No．0387 

2011 年 1 月より栃木市永野川緑地公園パークセンターをメインとして年１～2 回ペースで

ハンドメイドマルシェ（手作り作品市）を開催しています。 

会場には手作り作家さんの作品の他に、移動カフェや古本など様々な店が並び、20～40 代の

親子を中心に好評をいただいています。 

昨年 11 月には子どものためのアートワークショップを企画・実施している「蔵の街アーツ

プロジェクト」と共同で『ピクとラビのみんなのワークショップ』という親子を対象とした 

アートイベントを企画運営し、また同時にハンドメイドマルシェも開催いたしました。 

今年 3 月には「あそ雛まつり」とコラボレーションして、とちぎ山車会館前広場にてひなまつ

りマルシェも開催。栃木市内外から多数の来場があり、イベントだけでなく栃木の街並みも 

楽しんでいただけました。 

次回開催は未定ですが、今後も親子が楽しみながら参加できる”わくわくすること”を 

見つけてゆきたいです。 

なのはなは、身体にやさしい料理を通じて、小さな子供たちやお年寄りの方々とコミュニケーション

を大切にした憩いの場所を作っています。料理教室も開催しており、クッキングでは、食品添加物や 

化学調味料はもちろん、白砂糖は控えた、身体にやさしい、野菜の甘みを引き出し、季節にあわせた 

素材をおいしく簡単に作るゆるマクロ料理を作っています。これからの子供たちにも身体作りの基本と

なる食べ物・料理に興味を持ってもらいたいと子供料理教室も開催しています。 

野菜だけで作る、簡単でおいしい、しかも体にもやさしい食事を通じて、たくさんの人が笑顔になる

お手伝いができたらいいなと思っています。特に、子育て中のママにこそ、ゆるマクロ料理を率先して

学んで欲しい。そんな思いから、子連れ OK となっています。  
ハロウインパーティや、クリスマス会なども開催。 

不用品交換会なども行ないます。よろしくおねがいします。 

 

竹とんぼ作り イベント開催 親子で料理教室 



  

 
Hope＆Light 

特定非営利活動法人 蔵の街遊覧船 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0388 

登録 No．0389 

縁あって，知ったこの地。自然の美しさや、古きよき日本の心を感じさせる土地柄・人柄に 

魅了され、終の棲家として家族で越してきました。『よそ者』である私たちを快く受け入れ、 

よくしてくださるお姿に何か恩返しがしたいと考え始め、世界で活躍しているピアニストや 

バイオリニストの友人たちを招き、子どもたちや地域の方々に本物の音楽に触れていただく 

企画を提案。小中学校や地域でコンサートを開催してきました。 

また、荘厳であり、歴史を感じさせてくれる最強のパワースポット「東宮神社」境内の清掃 

活動、地元の皆さんと作る地産地消の手作りの麹味噌や新鮮な野菜等を通じて、地元の方には、

この地のよさの再発見を！『よそ者』には、栃木の素晴らしさを発信し、どんどん遊びに来て 

もらうなど、両者の「架け橋」となる活動を今後も企画・推進してまいります。 

♪とち～ぎ～かし～より～つがぶ～ね～で～♪栃木の母なる川、巴波川を今日も和舟が船頭唄と

ともに流れて行きます～。蔵の街遊覧船は、平成２３年１０月より NPO 法人化し、気持ち新たに 

活動しています。船頭さんは皆個性あふれるオヤジ達？（女性もいます！）ばかりで、漕いでよし！

語ってよし！唄ってよし！の三拍子そろったツワモノ達です。 

こんな楽しい場に人が集まらないわけがない！お客様よりなにより船頭が一番楽しんでいる始末 

です。（すみません…） 

 おかげさまで、今では年間乗船客３万人！「遊覧船に乗らなかったら、栃木に来たかいがない 

じゃないか！」をキャッチフレーズに、日々意欲的に活動しております。 

乗船客は観光客がほとんどなので、できましたら地元栃木の方々にも一度乗船していただきたい 

ものです！是非！遊びに来て下さい！ 

             また随時、船頭も募集しておりますので、 

興味のある方はいつでもご連絡ください！ 

              連絡先…蔵の街遊覧船 〒328-0045  

栃木市湊町 10-12 ℡0282-23-2003 

                事務局 白澤 090-7901-8046 



 

 
西方文化協会 

アストロベース 21 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0390 

登録 No．0392 

西方文化協会は、芸術文化活動を通して、会員相互の研修親睦を図り、あわせて社会教育活動の

発展と情操豊かな地域社会をつくることを目的に活動しています。 

発足は昭和 53 年 10 月。西方村文化協会として 15 の専門部からのスタートでした。 

翌 54 年には、第 1 回公民館まつりが開催され、以来、町制施行や栃木市との合併に伴い幾多の 

変遷がありましたが、西方地域の文化芸術活動の中核として現在に至っています。 

 主な活動としては、栃木市西方文化祭における企画・運営やステージ発表や展示発表があります。

また、情報交換の場としての視察研修や広報紙「西方文化」の発行は、会員の楽しみの一つと 

言えます。文化芸術活動に興味関心のある方の 

入会を心よりお待ちしています。 

 

                連絡先；栃木市西方公民館内 

西方文化協会事務局（平野） 

                                   ＴＥＬ：0282-92-0316 

ＦＡＸ：0282-92-2879 

「天文クラブ」アストロベース 21 は 1990 年 1 月 1 日に発足いたしました。 

現在、会員数は 25 名です。そもそも、1983 年に栃木市内の星好きが集まって 

「すばる天文同好会」という天文クラブが誕生しました。ハレー彗星観測ができる

ころとあいまって、会員数も 100 名をこえるほどにふくらみました。そして、 

ブームがすぎて、本当に星好きの仲間だけが残りました。アストロベース 21 は 

その中の特に気の合った仲間だけの集団です。 

アストロベース 21 とすばる天文同好会の現在の活動は、県内外の天文台・天文クラブなどとの 

交流や、天文イベントへの参加や少年自然の家などへのボランティア活動を行っています。 

主な天文活動ボランティアは、 

太平少年自然の家・大平町児童館・わくわくグランディ科学ランド・ 

小山市立博物館・ビスター天文台・小山星の会・他の天文クラブとの 

交流などです。年に３～４回、各地の天文イベントに参加しての星空 

キャンプを行っています。星を見たり、酒を飲んだり、バーベ Q を 

したり、のんびりと自由なひと時をおもいっきりたのしんでいます。 

テレスコープは、タイムマシーンです。 



 

 
ゴールデンスマイル 

「吾一からくり時計」設置実行委員会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0393 

登録 No．0394 

今年 1 月 25 日、栃木文化会館小ホールを満員にして、本会主催の「講談と 

琵琶による『山本有三の世界』」が開催されました。「バシッ」と釈台が鳴って、 

一龍齋貞花氏の講釈がはじまる、と思いきや、「吾一からくり時計」設置実行 

委員会の活動について一席。「皆さん、これが『まちおこし』なんです。」「おお、 

ここが栃木市か。そうか、山本有三が生まれたところなのか。『路傍の石』の舞台 

になったところだって。なるほど、それで『吾一からくり時計』なんだ。『それが 

どうした』ってえ方は、ここにおいでになってはいないですよね。」（会場から 

ドッと笑い声） 私たちは、市内外の多くの方々の支援と協力によって、

栃木駅前に「吾一からくり時計」を設置しようと活動しています。 

この活動が、一歩一歩前進していることを、大変有難く思っております。

平成 25 年 3 月末現在、皆さまのご協力により 

署 名   4,900 名超 

募 金   456 万円超 

となっております。   

※問合せ 事務局 0282-43-2035 阿部 

「これが『まちおこし』なんです」 

イメージ図 

ゴールデンスマイルは主に、関東地方を中心に活動しております。 

活動内容は、地域のお祭り、保育園、幼稚園の納涼祭。昨年度は学園祭などにも参加したり、

被災地では食品の炊き出しなども致しました。子ども達に昔ながらの金魚すくいを見せたり、

ベーゴマ、コマまわし、おてだま、めんこなど昔ながらの遊びを一緒に体験することなどを 

行ない、子ども達に夢を与えることを日々心がける団体です。 

一緒に活動するメンバーも 

随時募集しております。 

今年からは B 級グルメの大会なども 

参加していますので、応援お願いします。 



 

 
西方音楽館友の会 

認定特定非営利活動法人  とちぎボランティアネットワーク 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0395 

登録 No．0396 

昨年 2 月、西方音楽館に「木洩れ陽ホール」、「馬酔木
あ し び

の蔵」という 2 つの小さなコンサート 

ホールがオープンしました。しかし、小規模のホールですので、コンサートは基本的に赤字と 

なります。そこで、経済的に支えていただく目的で「西方音楽館友の会」を立ち上げました。 

昨年 2 月のオープニングコンサートを第 1 回と数えて、今年 5 月 11 日のコンサートで 

第 7 回目となります。 

日本や海外でも評価を受けている、第一線で 

ご活躍の方、また栃木の地元で頑張って 

いらっしゃる方、という 2 つの軸を中心に、 

コンサートを企画しています。 

ぜひ、コンサートにいらして下さい。 

 

また、趣旨に賛同いただけましたら、 

ぜひ会員になってコンサートを経済的に 

支えて下さい。 

 

1995 年 1 月に起きた阪神・淡路大震災の救援活動を担った「阪神の復興を願う・ 

とちぎ人ネットワーク」を母体に、その年の 12 月に誕生しました。今年で 18 年になります。 

“いつでもあなたの側にいる”市民によるボランティアセンター＆NPO 支援センターとして、 

フードバンク・困窮者支援、災害救援・避難者支援、若者の自立支援等を行っています。 

会員数は 691 名。 常に当事者の視点で、寄り添いながら、必要な支援,、社会的課題解決に向けた

プログラムや支援の仕組み作りはこれからも続けていきます。 

とちぎＶネットでは、随時ボランティアを 

募集しています。被災地での力仕事で汗を 

かきたい人も、体力には自身がないので 

事務系のボラがしたいという人も、 

特技や芸を披露したいという人も、 

特別なスキルなんて何も無いという人も、 

どんな人でも活躍できる場が必ずあります。  

■認定 NPO 法人とちぎボランティアネットワーク tochigivnet.com 

電話 028-622-0021 FAX 028-623-6036 メール tvnet1995@ybb.ne.jp  

受付時間 10:00～18:00 日・月曜休み  

お気軽に 

ご連絡下さい！ 
 



 

 
La ange 

とちぎコミュニティ基金 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0397 

登録 No．0398 

ら      えんじぇ 

Ｌa enge はベビーマッサージをするだけでなく育児の経験を活かし、不安や悩みを一緒に 

考え解決できるよう少しでもお手伝いしたいと思って始めました。 

カルチャースクール講師をはじめ 個別レッスン、数人からのグループレッスンなど要望に応じた 

講座を開催しています。講座やレッスンをとおしてママ同士が仲良くなったりする事もあり、交流の 

輪を広げる橋渡しのお手伝いをさせていただいています。 
 
 ママにしか解らない育児の悩みや不安を気軽に相談する事が出来ずマタニティブルーになってしまう 

事もあります。そんな時、一人で悩みや不安を抱えないでほしい・・・・・ベビーマッサージをとおして

親子の絆を作りながら自信とゆとりを持って育児をして欲しい、そう願って活動しています。 

ママが落ち着いていると赤ちゃんも落ち着いています。 

でも、ベビーマッサージって何？どんなことするの？効果は？ 

そんな？？？をもっていませんか？ 

 ベビーマッサージは赤ちゃんの脳の発達や免疫システムの向上、運動や内臓機能を高める等々、 

効果が期待できるものです。ママだけでなくパパも、おばあちゃんもおじいちゃんも、そして、 

これからママになる妊婦さんも、前知識としてみんなで楽しくベビーマッサージに参加して欲しいと 

思っていますので、ぜひ体験してみて下さい。 

※問合せ先  メールアドレス  happy_friday_cuse@yafoo.co.jp 

貧困・災害・引きこもり・障害・高齢化・DV・教育問題・環境問題・希薄になる人間関係…。 

身の回りに、様々な問題が増えてきている。しかし、誰かに頼っても一向に解決しない。 

ならば、もう一方的に誰かに頼るのは終わりにしよう。私たちの地域社会を、自分たちの手で 

作る。地域の人が地域のコミュニティを作り、互いに問題を解決し、よりよい町を作っていく。 

それが本来の社会の形ではないだろうか。そして、未来を作る新しい日本の形なのでは？ 

そう気付いた人が集まって、「とちコミ」が生まれました。 
 

「とちコミ」は、県内 6 箇所の NPO 支援センターが共同で設立・運営している、市民による 

市民のための団体です。「とちコミ」が目指すのは、「有益な NPO 活動をみんなで支援して、 

栃木を良くしていこう」ということです。がんばる NPO と支援者栃木県民をつなぐ寄付・応援の

しくみです。 

■主な活動は、 

1.寄付ハイク＆ラン…支援者と一緒にハイキング 

2.花王ハートポケット倶楽部地域助成に協力 

3.とちぎゆめ基金事業助成 

4.エクセレント NPO 調査研究 

とちコミ 



 

 
栃木保護区 保護司会

日本網膜色素変性症協会栃木県支部 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0399 

登録 No．0400 

栃木保護区保護司会は栃木保護区（栃木市、岩舟町）で活動する 67 名（現在数）の保護司によって

構成されており、任意ではなく法に基づいて設置されている団体です。 

主な活動は、◎保護司の資質向上のための研修会の開催、◎法務関係の施設、団体の視察及び交流等

◎地域社会の中での啓蒙、啓発のための活動です。特に法務省の主唱により毎年 7 月を「社会を 

明るくする運動、強調月間」として全国的に様々な行事が展開され、当保護区においても行政、更生

保護女性会をはじめ各種団体と連携して、集会や街頭に出ての呼びかけやキャンペーングッズの配布

等を行っています。 

保護司会に所属する保護司は、法務大臣から委嘱される民間のボランティアであり、非常勤、無給

の準国家公務員としての扱いを受け公務災害については国から補償されます。その仕事としては主に

更生保護活動と犯罪予防活動があります。更生保護は犯罪や非行を犯した人の更生、社会復帰を支援

し再犯や再非行を防ぐための活動であり国家公務員である観察官と連携して、再び社会に戻った時の

環境を整備する生活環境調整、定められた一定の期間を対象者と接触し指導、助言、支援等を行う 

保護観察等があり、これは基本的に個人で行う活動です。犯罪予防については前記したように保護司

会として行われるものが中心となります。保護司は全国的に慢性的な定員割れの状態にあり、今後の

更生保護に支障が生じる事が懸念されています。 

 

平成の森 

散策の会 

ＱＯＬ 

講演会 白杖講習会

ＪＲＰＳとちぎは網膜色素変性という目に疾患のある患者、治療法研究者及び眼科医など医療に従事

する学術、ライオンズクラブなどの支援者の３者により構成され、治療法の確立とＱＯＬの向上を 

目指して活動している日本網膜色素変性症（JRPS）の栃木県支部です。支部の役割としてＱＯＬの

向上と正しい情報を伝える事を主な内容として活動しています。 

そして、病気を告知された患者さんの拠りどころとなり、同じ病を抱える者が交流できる場の提供を

と考えて活動しています。具体的な活動として、医療講演会と生活相談会は年 2 回開催しています。

一回は 6 月に支部総会と併催し、大学などで治療法の研究をされている先生を招聘して実施し、もう

一回は県内を東西南北の４ブロックに分け、栃木県眼科医会にご依頼し、地元で開業される眼科の 

先生にご講演いただいています。昨年の地域講演会は栃木市で開催しました。白杖講習会は東日本 

盲導犬協会より白杖の訓練士の方にお越し頂き那須塩原市で実施しました。 

８月の散策の会那須平成の森へ行きガイドをお願いし、触れる体験を取り入れた散策となりました。

QOL 向上の企画として、福祉行政について、福祉機器の使い方などの 

講習会を開催しています。 
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