
 
 

特定非営利活動法人 ふるさと 

らいくる 

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0402 

登録 No．0403 

栃木市の北部、都賀町大柿の里地を活動の拠点にしています。 

名前からもわかる通り、ＮＰO でもいわゆる「テーマ型」でなく、「地域づくり」の会です。 

大柿の中心を東西４㎞の逆さ川で乱舞するほたるを生かした“ほたる祭り”、おいしいそばを 

生かした“蕎麦祭り”、かたくり・あずまいちげ・４百年のしだれ桜を生かした“花祭り”の 

３イベントを開催しています。 

逆さ川保全・里山保全・県農業振公社夢大地事業・県田園風景百選事業協力・栃木市グリーン 

ツーリズム事業への協力など地域の良さをアピールしています。 

最近では、鹿・猪等の対策のためにＮＰＯ２団体と協力して、山羊の放牧や放棄田畑の利用を 

図っています。 

『好きなこと（like ライク）見つけにくる？』 

素敵なひとや、素敵なことをひとからひとへ繋ぐお手伝いをしています。 

身体（からだ）に素敵なことや楽しいこといっぱい見つけて、「らいくるステージ」＝セミナーとして 

お届けします。 

昨年は、体操のステージや「がんばる自分に素敵なご褒美」という 

ちょっと贅沢な那須二期倶楽部へのバス日帰旅行。 

那須の自然いっぱいの澄んだ空気の中、素敵なキッチンガーデンで 

行われたアロマとハーブのステージ。 
 

そして、「音楽から素敵なおくりもの♪」 

佐藤昌代先生のステージ（H25.11.2 今年も開催予定） 

たくさんの素敵な笑顔に出会うことができました。 

自分づくり（自分と向き合う）が街づくりに・・・。 

繋がる！を目的に、これからも素敵な「らいくる 

ステージ」をたくさん、みなさんと一緒に増やしていきたいです。 
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工作部 

栃木のぎくの会 

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0404 

登録 No．0405 

「蔵の街・栃木」の研修と未来への贈り物 

栃木県退職女性校長会の「第 20 回 自然と歴史を訪ねる集い」は、本年度、県南栃木地区が

担当することになりました。研修タイトルの～蔵の街の始まり・巴波川の舟運と自然～は、

その時代に生きた人々の視点を通して、産業や「蔵の街・栃木」がどのように発展してきたか 

身近に研修できるよう設定しました。研修は H24 年 10 月 4 日（木）で研修場所は岩下記念館、

ヒザツキ製菓、塚田歴史伝説館の 3 か所で 76 名が参加しました。また、昼食時「栃木の観光と

市民活動」というテーマで、観光協会の方々から熱気あふれる講話も拝聴し有意義な研修となり

ました。豊かな自然と文化の薫り高い「小江戸」栃木を等しく享受し発展させ、次世代に引き継

ぐためには市民一人一人の粘り強い活動と努力の重要性を実感しました。 

同じ歳の子どものママで結成された工作部です。 

顔見知りのママさんもそうでないママさんもいました。今では、みんな楽しく活動しています。 

子どもが幼稚園に通う間にメンバーで集まり、子育ての悩みなど、意見交換し、ストレス発散の

活動元になっています。学生時代のような楽しい会話もしています。 

工作部の活動は、子ども達に楽しんでもらうが一番の目的です。幼稚園バザーが大きな目的の

一つです。子どもが楽しく安全に遊べるものを提供したいという思いから、皆で意見を出し、様々

なものを作っています。子どもでも簡単に作れるものを子ども達と一緒に作ったりもしています。 

 これからも子どもにたくさんの笑顔が届けられるように、ママ軍団は笑って活動していこうと

思っています。 

 



 
 

楽しい会 

3 コミ高齢者部会 

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0406 

登録 No．0407 

老若男女「みんな楽しく、元気良く」活動できる『楽しい会』と名づけ、2008 年に発足しました。

きっかけは住んでいる地域に、引きこもりがちな高齢者が多かったことです。スタート時は、誰でも 

できる手作り品（折り紙・爪楊枝入れ等）の作成を行いました。高齢者だけでなく、若いママさんも子

連れで参加しています。栃木市の各エリアにて、老人ケアセンターへの慰問、神社やお寺等の 

クリーン運動、協働まつりや秋まつりへの出店、販売も実施しています。 

現在も毎月 2～3 回、皆で仲良く活動中です。お互いの元気づけ、勇気づけとなっています。 

7 月には避難所体験を行います。 

 

「昭和の遊び」を伝える活動から「ホタルを飛ばす活動」へ 
 

高齢者部会は、地域の人達が気軽に「3 コミ」に足を運ぶ事を願い「展覧会」を実践し「対話」の場を

設けてきた。幸い 3 コミ文化祭へと発展し、多くの方々が作品を出展し来訪対話する会に発展した。 

そこで高齢者として地域の方達に何で貢献できるかを考えた末、「昔遊び」を後世に伝える活動をしよう

と、伝承活動を展開し、地域の親と子どもに伝えるため「お手玉」「折り紙」「独楽回し」「紙飛行機」「竹

トンボ」等の事業を実践した。この活動を支え発展させたいと何人もの方が竹馬を製作し届けてくれた。

この活動を見聞し、南小から「昔遊び」授業に取り入れたいとの依頼があったり、市体育館で「伝承遊び」

を披露する等、衆目を集める活動となった。続いて、昔の栃木名所「巴波の蛍」を再現しようの声に刺激

され、「蛍を飛ばす」活動を加えた。早速、水質を調査し、神明宮裏手水路の水が最適と判断し市公園緑

地課に使用許可を申請し快諾を得た。水質は良好で、餌である「カワニナ」の成育も順調で、3 月末日に 

蛍の幼虫を水路に小中学生の手で放った。三日後幼虫は、上陸し盛り土の中に潜り込んだ。この様を確認

して、水路をアルミパイプ作りハウスで囲む作業を展開した。地下 10cm 以下は固く悪戦苦闘が続いた

が、全員の協力で、パイプハウスが完成した。パイプに網を掛ける作業も悪戦苦闘しながらも完成した。

地中に潜った幼虫は、湿り気を必要とするため、朝夕、灌水作業を行い、6 月 12 日ハウスに蛍を放つ 

時期を迎えた。蛍を放ち鑑賞時には、鈴木市長と赤堀教育長のご来駕を頂き、神明宮での初の蛍を飛ばし

て頂いた。近所の子どもさんも光を放ちながら飛ぶ蛍の姿に感動し歓声を上げていた。この活動が長く 

続くよう御来賓の激励を頂き感激した会員達は、今後の活動を誓い合った。 

 



 
 
ニッコールクラブ栃木県支部 

ふるさと栃木・歩く会 

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0408 

登録 No．0409 

「ニッコールクラブ」は、ニコンのカメラ、レンズ愛用者の親善を目的とした写真団体であり、

「栃木支部」は、栃木県全域にわたる人たちで構成され、写真をもっと楽しんでいただくための 

クラブです。 

昨年は結成 10 周年を迎え、栃木市民の憩いの広場である永野川緑地公園内のパークセンター 

会議室にて、記念写真展を開催いたしました。当支部の会友でもあり、日本カメラ財団の理事長で

もあります、森山真弓元法務大臣の作品 10 点もお借りし展示しました。 

また当支部は“写真は人を区別しない”をモットーに、「障害者のための写真教室」も開催して 

おり、その成果の一部も展示しました。また会員は、テーマ「視線」とし数多くの個性ある作品を

展示し、来場者からご好評をいただきパワーを得た支部展にもなりました。 

 
今年も「写真展」を予定しております。 

今年のテーマは「太平山」と「自由」です。 

太平山や各地での撮影会も予定しております。 

カメラの好きな方、写真を楽しみたい方、 

ぜひ会員になりませんか！ 

そしてたくさんの写真仲間をつくりましょう～！ 

 

「ふるさと栃木・歩く会」は、平成 20 年度市主催「発見の森」の「例幣使街道ウォーキング」に

参加した仲間で結成した会です。毎月第 3 金曜日を活動日として、今年度で 6 年目を迎えました。  

会員は、50 代から 80 代の 17 名。栃木市内は勿論、小山市や佐野市からも参加されています。 

7 月、8 月と 1 月、2 月は休み。12 月は、反省と次年度の計画立案を含めての忘年会を実施して

います。無理のない計画・実施に心がけ活動していますが、毎回新しい発見があり、収穫の多い 

「歩く会」となっています。 

因みに今年 5 月には、ラムサール条約に登録された「渡良瀬遊水地」を散策しました。 

国内最大級の遊水池と谷中村史跡保存ゾーン等を歩きながら、明治時代へのいろいろな思いと 

これからのこの地の発展に大きな夢を持ちました。なお、次回は「足尾」の予定です。 

これからも「発見の森」を訪ね、その土地の人や会員の 

交流を図りながら活動していきたいと思います。 

 

中の島を目指して 柳生駅前にて 谷中湖は渡良瀬遊水池 湿原は渡良瀬遊水地 



 
 

MK パワー 

反貧困ネットワーク栃木 

 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0410 

登録 No．0411 

ＭＫパワーは、何をしている団体かというと．．．．．． 

よりよい人生、質の高い人生を送れるようにサポートしていくことを考えて活動しています。

ちょっとした言葉遣いや行動を変えるだけで、モノの見方、考え方、周囲の反応が変わって 

くるかもしれません。コミュニケーション力をアップさせるためのお手伝いをしたり、 

みなさん１人１人が持っているパワーを引き出せるようにアプローチしたり。自分だけでは 

気づかない何かを、研修や会話を通して発見してもらえたらいいなと思っています。 

 

新しい明日のために！！  

新しい自分のために！！  

We Can Change！！ 

 

例年夏・冬、生活困窮者に呼びかけて開催している炊き出し 

〒320-0837 宇都宮市弥生 2-14-17  

石川税務会計事務所気付 

☎・fax 028-601-7061 

カンパ送付先  

郵便振替 60-0-330130 

口座名義／反貧困ネットワーク栃木 

日比谷公園で年越し派遣村を立ち上げた皆さんの呼びかけに応え、2009 年 10 月に「反貧困ネット 

ワーク栃木」が設立されました。 

活動の目的は貧困をなくし一人一人が生き生きと暮らせる地域社会をつくること。 

貧困の背景には虐待やいじめ、ＤＶ、精神疾患や知的・発達障がい・・・、職場でのリストラ、非正規 

労働者の圧倒的な増大など多岐にわたる要因が複合的に重なり合っています。そのため貧困をなくすため 

には、多くの人たちの知恵と力、優しさや思いやりを出し合い協力し合いながら、一歩一歩、解決に向け 

進んでいかなければなりません。反貧困ネットワーク栃木ではフリーダイヤル 0120-601-7061（通話

無料）を設けて悩みのご相談をお聴きしています。 

また、増え続ける貧困層の増大の根本的な解決のためには、地域の経済

政策を転換させる必要があるだろうと考えています。ベーシックインカム

や地域通貨、地域エネルギー事業の推進など、町ぐるみで受けとめ、模索

していくことが求められているのではないでしょうか。 

どうか皆さんのご協力をよろしくお願い致します。 

 

 



 

 
クラリネット研究会 

ドナルド・マクドナルド・ハウスとちぎ 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0412 

登録 No．0413 

私たちのクラリネット研究会は、 

クラリネットを持ってはいるものの吹く機会も場所もない人。 

楽団等に所属はしているが、もう少しレベルアップをはかりたい人。 

そんなクラリネット愛好者を集め、毎回テーマを決めて一緒に練習をしながら、 

クラリネットのことを考えていくグループです。 

 動き出したばかりのグループで、これからどのような活動をしていくか模索中です。 

 将来はクラリネットアンサンブルのグループとして、 

音楽発表会、依頼演奏等で演奏活動、地域への貢献ができたらよいと考えています。 

  

 

 

 

 

 

なお、新しく参加していただける方も歓迎いたします。 

代表の大豆生田までお問い合わせください。メールアドレス mame-shippo@cc9.ne.jp 

病気の子どもと家族の第二の我が家 
 

ドナルド・マクドナルド・ハウス とちぎは自治医大及び独協大学子ども医療センターに、 

入院や外来で遠方から来られる患者・家族が利用できる滞在施設です。 

ハウスは寄付、寄贈、ボランティアの活動で運営されています。 

活動内容は、利用者の受け入れ、ハウス内清掃、洗濯、季節の飾りつけ、 

花の手入れ、ハウスの外でのイベントや募金活動です。 

子どもが病気で大変な思いをされている家族に、ゆっくりとくつろげる、 

第２の我が家を提供できるように活動しています。 
 

随時、ボランティア募集しています（2 週間に 1 回、3 時間）。 

お気軽にお問い合わせ下さい。生活物品も募集しています。 

 
 

ドナルド・マクドナルド・ハウス とちぎ 

TEL：0285-58-7551  

HP: http://www.dmhcj.or.jp/  

ツイッター＠dmh_tochigi 



 

 
おもちゃ de 元気会 

西方ふるさと太鼓 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0414 

登録 No．0415 

平成 10 年 11 月西方町で開催された「全国八百比丘尼サミット」において、八百比丘尼伝説を 

活かしたまちづくり紹介のため作曲された創作太鼓「真名子八百比丘尼太鼓」と「西方城山太鼓」の 

打ち手により、平成 11 年 3 月に結成され、西方町を代表する新しい郷土芸能の演奏集団として活動。

そして、西方町創作太鼓 2 曲（ナレーション入り）を保存し伝承していくことを目的とした会です。 

※主な活動 

●4 月 金崎さくらまつり、盲導犬ふれあいデー  ●8 月 子どもネットワーク夏まつり 

●10 月 とちぎ協働まつり  ●12 月 盲導犬チャリティコンサート。小・中・高校の音楽鑑賞会

（西方町創作太鼓の鑑賞及び和太鼓にチャレンジ） 

●和太鼓とブラスによる「狂詩曲」演奏家とのコラボ 

①宇都宮ブラスソサエティ（2009 年）  ②倉沢大樹（エレクトーン）（2010 年） 

③2013 年 12 月 1 日 都賀文化会館  國學院栃木中・高吹奏楽部との共演予定 

 

お び く に 

「玩具療法」ってご存知ですか！ 

 

おもちゃというと、子どもの遊び道具を連想しますが、 

おもちゃは年齢を忘れさせて、人々の心をつなげる機能が 

あります。 
 

玩具の効用 

１、リハビリ効果 

２、心の癒し 

３、コミュニケーションを促す 
 

「高齢者と玩具」として、玩具の多面的な機能を生かし、 

高齢者の自立と生活の質の向上を目指しています。 
 

玩具に関心を持つ仲間が結束して、施設訪問をしています。 

高齢者の方の尊厳を守り、高齢者への玩具を用いた支援活動です。 

 



 

 

盲導犬育成支援の会 

特定非営利活動法人 自然史データバンクアニマ net 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0416 

登録 No．0417 

18 年前、福祉講座で盲導犬に出合い、盲導犬誕生には多くの人達の支援が必要であることを 

痛切に感じ、私の身近にあった“音楽”で支援をと考え「盲導犬育成支援の会」を発足。音楽を 

通じて一人でも多くの理解者と一頭でも多くの盲導犬が育つことを目的に開始しました。 

主な活動 

①盲導犬ふれあいデー（東日本盲導犬協会で開催。音楽支援として、西方町創作太鼓保存会による

和太鼓演奏） 

②盲導犬育成チャリティコンサートを年 1 回開催（ハーモニカ・ベル・和太鼓・ピアノ） 

③プロの演奏家の支援を受け「盲導犬育成支援ライブ」を行い、盲導犬育成の啓発と募金活動。 

以上の活動で集められた募金は東日本盲導犬協会へ寄付させて頂いております。 

音楽を愛する者たちによる  第 19 回 盲導犬育成支援コンサート 

♪日 時 2013 年 12 月 1 日（日）12:00 開演  ♪場 所 栃木市都賀文化会館 

♪ピアノ・ハーモニカ・ベル・和太鼓・コーラス発表 ♪協賛 國學院栃木中・高吹奏楽部 

活動内容 

・自然に関する活動：観察会や調査会、講座 

・講師派遣：ほかの団体の観察会などの講師 

・自然観察プログラムなどの提案・作成 
 

具体的な活動報告：大柿生きもの調査隊 

・場 所：栃木市都賀町大柿地区 

・活動日：毎月第 2 土曜日（2013 年 8 月は第 3 土曜日） 

・時 間；9:30～12:30 ごろまで（終了時間は多少、変更になります） 

・内 容 

① いきもの調査：地域の小学生が昆虫などの生き物を調査し、いきものマップ作りをします。 

② 農業体験：みんなで畑を作り、作物を育てる体験をします。 

③ イベント：育て収穫した作物を実際に食べたり、森の材料を使ったクラフトなども行います。

 当団体の活動や理念など、詳しく知りたい方は、ぜひ、事務局にご連絡ください。 

●正会員（総会での決議権あり）正会員 5,000 円／個人賛助会員 10,000 円／団体賛助会員 30,000 円 

●支援会員（総会での決議権なし）普通会員 2,000 円／ジュニア会員（※1）1,000 円／家族会員（※2）4,000 円 

（※1）ジュニア会員は小中学が対象となります。（※2）家族会員への年２回の会報発送は一部ずつとなります。 

 



 

 

NPO ふぁあすとすてっぷ 

更生保護法人 栃木明徳会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0418 

登録 No．0419 

私達は鹿沼市内を中心に活動している、若者（主にニート引きこもり）の支援を行っている団体です。

これまでの活動は、対面販売を通じコミュニケーション力をつける販売事業、まちなかに活気を取り 

戻すためのイベント事業などを行ってきました。現在は、事業を一区切りし、新しい展望として、 

中心市街地の空き家を利用し、新しい居場所事業を始めています。 

この事業は、同じＮＰＯというカテゴリーの中だけではなく、異業種、異文化、異年代での交流が 

図れるように、異業種とのシェアオフィスという形の仕掛けで展開していきます。 

現在はまだ、改装中ですが、オープンの折には、 

誰もが何かの「はじめの一歩」を見つけたり、 

始めたりできる場所を目指しています。 

 

栃木明徳会は栃木市神田町にある女性専門の更生保護施設です。定員は２０名で入所者は 

規則正しい生活をして生活習慣を身に付けるとともに，将来の自立に向けて就労と貯蓄に励んで

います。仕事に就くことが出来ない入所者のために農作業を始めました。トウモロコシを中心に

玉ネギやジャガイモ等を栽培しています。自立支援金の支給を目的に販売も行っていますので，

ご支援ご協力をお願い致します。 

   施設の中庭風景       トウモロコシの収穫作業     茶摘みボランティア作業 

障害者施設「かりいほ」の茶摘みボランティアに参加しています。茶畑は傾斜地にあるため、茶摘みは

大変な作業ですが、豊かな自然が疲れを癒してくれました。今後も続けていきたいと思います。 



 

 

福島ランナーズ 

フォトクラブ とちの木 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0424 

登録 No．0425 

2011 年、3 月 11 日の東日本大震災で発生した原発事故の放射能から逃れるために 

栃木市に避難しました。たくさんの方に支援していただきました。 

今後私達は、どう生きていこうか考えました。福島で生活していた時のようなくらしがしたい！！

大好きな農業を再開し、また趣味のマラソンも続け（日本中の大会に参加しています）、避難されて

いる方の力になれるような、癒しの場所作りをしていきたいと考えています。 

ふる里に戻りたい、しかし戻れない、もう生きていることがつまらない。 

そんな方々が私達の暮しを見て、自分もまた農業を 

始めてみようか…… 

「んじゃ、おらも、やってみっかなぁ～…。」 

 

私達は小麦、そば、トウモロコシなどたくさんの 

野菜を育て、共に歩く皆様をお待ちしています…。 

 

本クラブは、平成 24 年 11 月に「フォトクラブとちの木」の名称で発足しました。私たちは、 

ペアーレトチギのやさしい・たのしい写真教室の講座を受講している者、写真技術の向上を目指す者、

写真展出品を楽しむ者などなどで構成しています。会員数は男 18 名、女 7 名合計 25 名です。 

主な活動 

1 写真展の開催    

2 写真撮影会の実施    

3 創作作品についての講師の助言・添削 

4 写真技術の向上のための知識と理論の習得    

5 講座で実施するテーマ写真撮影会 
 

会則あり 

・会員はペアーレトチギの写真講座を受講し、 

目的に賛同している者 

・年会費は無料 

・事業等の費用は別途集金 

 

写真に興味がある方は、ぜひ、どうぞ、入会をお勧め致します。 

第１回写真展全員集合 

↓知識・理論の習得   ↓創作作品への講師助言・添削



 

 

栃木で「千羽鶴」を観る会 

邦楽教育を支援する箏の音会 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0426 

登録 No．0427 

『邦楽教育を支援する箏の音会』は、小・中学校の邦楽授業を支援する目的で作られた会です。

まずは小さな事からと考え、今年の 8 月に第１回目となる『邦楽の音色』を栃木市文化会館展示室

にて開催致しました。第一部では、初心者向けの曲を含め、素敵な曲を演奏家が演奏。第二部では、

邦楽器（箏や三絃など）の正しい奏法を体験。教員や学生だけでなく地元の方も参加し、楽しんで

頂ける催し物です。毎年『邦楽の音色』を開催する事で、邦楽授業で新たに生まれる 

疑問なども支援する事が出来、学校を取り巻く地域の方々にも理解を深めていただけると考えて 

おります。次回の『邦楽の音色』は平成 26 年 8 月 17 日（日）に、栃木市文化会館展示室にて 

行われます。また、当会ではもっと活動内容を増やしていく予定のため、お客様として、または 

お手伝いとして、催し物に参加頂ける会員を募集しております。連絡をお待ちしております。 

 

栃木市は平成 24 年 3 月、新たに非核平和都市宣言をしました 

私たちは栃木市非核平和都市宣言の精神を広く多くの市民と共に学んでいきたいと願い、 

“演劇「千羽鶴」栃木公演と平和・原爆を考える集い”を企画しました。 
   

演劇「千羽鶴」公演 

広島で2歳の時に被爆、10年後に原爆症を発症し12才の若さで亡くなった佐々木禎子さん。

病気と闘いながら千羽鶴を折り続けた佐々木禎子さんの実話をお芝居にした「千羽鶴」。 
 

核兵器のない世界―子どもたちの願い、世界の人々の願いがつながっていくように…… 

数々の美しい歌にのせて、この 8 月 10 日の大平文化会館はさわやかな感動に包まれました。
 

栃木で「千羽鶴」を観る会は、戦争・平和・原爆について、考えつづけ、平和への思いを強め 

ながら、今後の活動を展開していきたいと思います。 



 

 
みんなのとしょかん 

お囃子愛好会 鼓酔連 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0428 

登録 No．0429 

平成 9 年、お祭り好き仲間と親睦を図ることを目的に、お囃子愛好会『鼓酔連』を発足致しました。

社会参加交流をめざして各地域のお祭り（お囃子・盆踊り）チャリティバザー・デイサービスセンター

でのお囃子などに参加させていただいています。また、他地域の方々にお囃子を教えながら自分達も

太鼓の響きに酔いしれています。会員数はまだまだ少ないですが、会員相互の親睦、地域との交流に

がんばっています。 

地囃子の曲名は 

「岡崎」 「三辺返し」 「十二神楽」 「街道下り」  

「赤壁囃子」 「菅原」 「大宮入り」 「通り神楽」  

「馬鹿囃子」など、現在 9 曲ほど叩いています。 

 

「みんなのとしょかん」プロジェクトは、震災や自然災害などにより移住を余儀なくされ、 

コミュニティの再生が急務とされる地域や、過疎化が進む地域に、コミュニティを醸成できる 

場所として、図書館を設置する活動を行っています。 

 

現在までに宮城県石巻市や岩手県大船渡市、福島県 

南相馬市など 13 か所に「としょかん」を設置させて 

いただくことができました。 

また、設置した図書館において、カルチャー教室なども 

開催し、地域での生きがいづくりや、技術習得のお手伝

いなども行っております。 

  

 

単に本を送るだけでなく、本棚や管理するための備品はもちろん、図書館を自主的に、無理なく 

管理するための地域チームづくりもサポートさせて頂き、地域の方による、自立したコミュニティの

中心としての図書館の構築を目指しています。 

↑石巻市横川地区のみんなのとしょかん 



 

 
ココロ栃木 

粟野移動動物園 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0430 

登録 No．0431 

「一流の音楽劇をぜひ栃木で上演したい！」 

歴史と文化と自然豊かな栃木市において、大都会でしか鑑賞できない、 

沢田研二主演の音楽劇を上演していきたいと、紹介宣伝をしております。 

耳慣れない「音楽劇」とは、「お芝居の中に音楽があり」、楽曲を 

ピアノの伴奏で、沢田研二はじめ出演者が歌い、踊る楽しい劇です。 

沢田研二のライフワークとして取り組む音楽劇は、脚本家マキノノゾミ、 

音楽 coba、振付南流石が担当し 12 作目になります。 

2014 年は今東光原作の「悪名」に決定。原作に基き新たな物語を 

マキノノゾミ創案、脚本の公演になります。また新しい沢田研二の世界に出会えると思います。 

栃木市で継続して上演することで、街の文化的土壌がより豊かになり、また、ご来場の方々に栃木の

よさを少しずつ体感していただけますよう、そんな願いを込めて音楽劇を 

広めていきたいと思います。 

一流のプロによります 本格的な舞台芸術です。大きな舞台をこの機会にぜひご覧いただきたいと 

考え、未来の演劇を目指そうとしている栃木市近郊の大学、高校生を 

招待しました。 

粟野移動動物園とは、鹿沼市口粟野にある園長大串の自宅にて飼育している動物を、 

自宅外へ運送し、ふれあいをさせる、従来の動物園とは真逆の移動動物園です。 

粟野移動動物園は、主にイベント会場、幼稚園や保育所などの室外敷地内にて運送、 

ふれあいをしています。 

 

◆粟野移動動物園を呼ぶ条件 

・近くに手が洗える場所がある 

・ふん、尿をしてもよい所（動物園で片付けます） 

・急な斜面、段差のない所 

・除草剤など薬の撒いてない所 

 

                     ◆依頼申込み、質問はこちらに 

園長  大串 徹 ☎090-4427-5496 



 

 

hughug ママのえがおがいちばんスキ 

日本鳴く虫保存会栃木市支部 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0432 

登録 No．0433 

毎日の子育て、楽しんでますか？ 

笑顔で子育てをするために、まずはママの心を元気にしたい！ 

私たち hughug はそんな想いをこめながら、親子で楽しめる 

参加型のイベントや講座を開催しています。 

 

メンバー自身も子育て真っ最中のママ。それぞれの得意分野を活かしながら、 

お子さんが、そしてお母さんたちが心から笑顔になれる時間を作っています。 

主な活動は対話式の読み聞かせやコミュニケーション力講座、癒しのアートと 

言われるパステルアート体験や親子の触れ合い遊び、これらを柱にママの心の 

メンテナンスをお手伝いします。 

 

情報が氾濫する時代。 

まずは目の前のお子さんをしっかり抱きしめてみませんか？ 

マニュアル通りの子育てではなく、それぞれの個性を受け止め、認め合う。 

ママ自身も、自分を大好きになれるように。それが hughug の願いです。 

「日本鳴く虫保存会」の本部は、東京都立川市にあり昭和 43 年に創設され、会員は現在約 180 名、

東京都内はもとより、それぞれの地域で鳴く虫（スズムシ、マツムシ等）の人工孵化や飼育方法、 

生態等について学校等に出向き、子ども達に理解を図っている。 

栃木市支部は、本年 6 月に「くらら」に団体登録をし、次のような活動をしている。 

1．スズムシやマツムシ、カンタン、クツワムシなどの飼育の方法や生態について、「くらら」や 

学校等に出向き、昆虫教室を開催し、理解を図ったり、希望者には無料配布を実施している。 

2．「県立太平少年自然の家」の宿泊学習に、鳴く虫の展示や昆虫教室を通して、昆虫や自然環境に 

ついての興味関心を、より高めるような活動を例年行い協力をしている。 

3．永野川の堤防の草むらや「大柿花山」（栃木県都賀町大柿）の里山に、スズムシやマツムシ、 

クツワムシ等を関係者や子ども達と共に放虫し、生息地の 

復活に取り組んでいる。わずかではあるが、その成果が 

みられ、今後の継続活動が期待されている。 

 

子ども達によるパステルアート作品↑



 

 

谷中村の遺跡を守る会 

茶話サロン“なでしこ” 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0434 

登録 No．0435 

この会の目的は、田中正造精神の啓蒙普及として、日本公害の原点地・谷中村の存在を証する 

遺跡を守り、後世に伝え残すことです。 
 

◆谷中村遺跡への案内看板の設置 

 「谷中村役場跡」「雷電神社跡」「延命院墓地跡」「共同墓地」への案内看板の設置活動。 
 

◆谷中村史跡周辺の除草作業 

 守る会では毎年７月、彼岸花の開花時期にあわせて 40 年以上続けています。 

 藪の中で忘れられていた遺跡を掘り起し、その後史蹟への道を守るための大切な作業です。 
 

◆延命院墓地跡に、中村遺跡を守る会へ連絡箱を設置 

 この中の「連絡ノート」に記された有志者の声は、会報「谷中村たより」に転載しています。 

茶話サロン“なでしこ”開設のご案内 

「地域の高齢者が集う場所を提供し 独居老人をはじめ  

引きこもりがちの人の率先参加を促し 元気に暮らせるように、 

また色々の行事を通して お年寄りの豊富な知恵をお借りし  

生き甲斐のある豊かな人生を過ごせるように！」を目的に  

お茶を飲みながら 楽しい一日を過ごします。 

西方地区内の 10 名からのボランティアにより運営されている 

和やかな会で、平成 25 年 6 月 16 日（日）に開所致しました。 
 

行事内容：折り紙教室・お寺の住職によるお盆の話・アコーディオンで懐かしい童謡唱歌を歌う会・

ブドウ狩りとブドウを食べる会・秋の味覚を楽しむ会・高齢者のクリスマス会 等々と、健康体操や

茶話会を中心に 昼食を食べながら 参加者の全員が 一日を楽しく 元気に過ごす「会」です。 
 

参加者：栃木市在住で原則 65 才以上の方 

日 時：毎月第 3 日曜日（変更も有り）10:00～15:00 

会 費：無料 但し昼食希望者は 300 円（弁当代） 

会 場：栃木市西方町金崎 340-1 

連絡先：事務局☎0282-92-2233 担当 鮎田 

※初めての方はご連絡下さい 



   

 

プラマ（不登校親の会） 

栃木市パソコン要約筆記サークル「さくらんぼ」 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0436 

登録 No．0437 

Pulama とは 

ハワイ語で「大切にする、大事にする」という意味です。 
 

ここ数年の教育現場では、1 クラスに 1～2 名の不登校の生徒がいる現状です。 

個々の原因はさまざまですが、学校に行きたくても身体が拒否して 

登校できないというお子さんをもつ親御さんの交流の場としています。 

「子どもを大切にする。学校に行けない子どもも大切にする。 

学校に行ってない時間を大切、大事にする。 

学校に行ってない子どもとの会話を大切、大事にする。 

同じ状況にある親御さんとのコミュニケーションをはかる。」 

これが Pulama とした理由です。 

つらい時期を経て、高校、大学へと進学した例もあります。 

学校へ行っていない時間をどう過ごすか。 

学校へ行っていない時間をどう将来へつなげるか。 
 

いっしょに悩み、語りましょう。 

私たちのサークルは、栃木市内で唯一のパソコン要約筆記サークルです。 

耳が聞こえにくいために、家に閉じこもりがちになっていませんか？ 

大丈夫、私たちがお手伝いします(^O^) 一歩外に出てみませんか？ いつでも連絡ください。 

また、パソコン入力ができる方、一緒にボランティア活動をしませんか？  

ご連絡をお待ちしています。 

 

 

 

～～主な活動～～ 
 

☆ 音声情報を文字で伝えるパソコン要約筆記活動 

☆ パソコン要約筆記普及活動 

☆ 聞こえにくい人の社会参加を促す活動 

☆ 聴覚障がい者との交流 

☆ パソコン要約筆記技術のレベルアップと研鑽 

☆ パソコン要約筆記者を増やす活動 
とちぎ協働まつり 2013 くららのエリアでの活動紹介 



 

 

特定非営利活動法人 岩船山クリフステージ 

特定非営利活動法人 とちぎユースワークカレッジ 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0438 

登録 No．0439 

私たちは、ふるさとの自然環境保全や、祖先が培ってきた地域の精神的豊かさと誇りを 

共に見直していくため、活動しております。 

ふるさとの山・岩船山の採石場跡地を文化の発信基地と位置付け、音楽文化の振興・岩舟のみ 

ならず周辺地域の活性化等を目指し、野外コンサート事業を企画・開催しております。 

去る 9 月 29 日にクリフステージ#13 を開催し、晴天に恵まれ大勢のお客様にお越しいただき 

盛会裡に終えることができました。ひとえに皆様方の多大なるご支援およびご協力の賜物と 

感謝しております。 

 引き続き、地域社会に貢献できるよう精進してまいります。 

※メンバー募集中！（当会の趣旨にご賛同頂ける方。詳しくはＨＰにて） 

 

 

栃木県下都賀郡岩舟町鷲巣 54 番地 

TEL_0282-55-6988 

FAX_0282-55-5045 

HP：http://www.cliff-stage.com 

E-mail: cliff-office@cliff-stage.com 

◆目的 

子どもや若者の自立支援を目的とした団体です。学校や職場になじめない

若者の存在は見逃せない状況にありますが、多くは人間関係に不安をもち

立ち止まっています。彼らは、相談支援や職業訓練だけでは、人との 

関わりを学び自信を深めるには十分ではありません。 

そこで主に 15 歳から 35 歳の若者を対象に、中間支援として、学びや

体験を提供し、人との関わりを学び直し社会に送り出す支援を実施、 

また予防に関する事業を行っています。 

◆主な活動内容 

【とちぎユースワークカレッジ】（週 3 日、半年間を単位とし、学びと 

体験を行う通所型支援）約 20 名の若者が社会ルールの学びや、自然体験、

イベントの企画運営などを通して関係性を築きながら、次の一歩を目指し

ます。 

【支援者育成のための心理学講座】・【親のための相談会】 他 

■事務所：宇都宮市宮園町 8-2 松島ビル 2 階■連絡先：TEL/FAX 028-638-5502 (横松)  

個別の相談や見学も対応しています。お気軽にお問合せください。 



 

 

安全安心な歴史まちづくりプロジェクト 

音楽工房 かたり音企画 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0440 

登録 No．0441 

 栃木市には、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている嘉右衛門町地区や、近年中の伝建地区

指定を目指して準備が進められている栃木町地区など、今もなお当時の町割りや建造物群が残る地域

があります。このような町並みは、大変貴重かつ魅力的な歴史文化遺産であると共に、そこは人々の

生業の場であり、また住まいとして日々利用されています。近年、東日本大震災や竜巻災害など、 

これまで災害が比較的少なかった地域で、多様な災害が発生しつつあります。 

このプロジェクトでは、コミュニティを拠りどころとする安全安心な歴史まちづくりを、地域の 

皆さんと一緒に創造する取り組みを行っています。この取り組みを通じて、地域の伝統文化を継承 

しながら、地域のみんなの力で強くしなやかに災害を乗り越えるまちができることを願っています。 

たとえば声音が変わるように、楽器が奏でる音の色も変化 

します。音色の豊かな演奏は、まるで「音を語る」ような 

感覚を生み出すのではないでしょうか。 

声と楽器で「語る」空間を作りたいという思いから、 

今年８月に発足した音楽団体です。 
 

おもな活動として、「とちぎ・音がたり」シリーズと題した 

演奏会（年１回）を予定しています。活動の拠点を栃木市に 

置き、栃木にゆかりある演奏家・作曲家とともに、詩や物語、 

絵画などに関わる音楽作品を言葉と音で語ります。 

そのほか、即興的な演奏を楽しむ機会を作りたいと思います。 
 

来年３月に「とちぎ・音がたり」シリーズ第１弾「和の音 

がたり」を企画しています。山田耕筰や橋本国彦から、下野市 

在住の作曲家・矢内弘子の作品まで、邦人作品だけで構成された 

プログラムです。詩やおはなしの朗読を交えながら、日本の 

音色を味わって頂けたらと思います。 

デザイン／なかむらまさあき 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み書き堂 

特定非営利活動法人 自然と人間の森おおひら 

・・くらら登録団体活動紹介・・ 

登録 No．0442 

登録 No．0443 

読書の楽しさを、ひとりでも多くの人に伝えたい。 

同じように読書を楽しむ人たちとつながりたい。本好きパワーで 

街を盛り上げたい。そんな思いで、本に関わるさまざまな活動を 

しています。 
 

●ひとり一箱ずつ本を持ち寄って、街なかで古書店体験をする 

「一箱古本市」。同じ本が好きな人となら、 

初対面でも話がはずみます。蔵の街かど映画祭など、 

市内のイベントと一緒にこれまで 4 回開催しています。 
 

●月一回、市内のカフェ「ごはんできたよ」さんに 

集まって「蔵の街読書カフェ」を開いています。 

自分では選ばないような本との出会いもあり、 

とっても楽しい会です。 
 

●読み終えた本を本棚に眠らせずに、次の読者へと旅立たせる「ブッククロッシ 

ング」は、インターネットを利用して感想を登録したり、他の人の感想文を 

読んだりすることもできます。「くらら」にも、ブッククロッシングゾーンが 

あります。どうぞご自由に持ち出して、お読みください！ 

NPO 自然と人間の森おおひらは、日当りの良い太平山南斜面にあり、自然をできるだけ 

そのままの姿で残した広大な敷地内では年間を通して様々な自然体験ができます。 

里山に詳しい地域のボランティアの方々を講師に、鳥・昆虫・植物などの自然観察、 

間伐・植林などの里山保全、ドングリ・シイタケ・山栗・タケノコなどの自然の産物の採取、 

竹細工や草木染めなど散策で集めた材料を使った「ものづくり」、 

野外炊飯などのいろいろな自然体験のメニューをご用意しております。 

 また、「ツリークライミング」や「森の中でのヨガ」など 

新しい自然の楽しみ方を企画・提案しています。 

 自然に触れる楽しさや清々しさを体験しに、 

ぜひ「おおひら」へお越し下さい。 
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