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とちぎ市民活動推進センターくらら

2012 年 10 月 Vol.84

●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
〒328-0043

栃木市境町１９番３号駅前庁舎１F

Tel 0282-20-7131
E-mail

Fax0282-20-7132

kurara-tochigi@cc9.ne.jp

URL http://www.cc9.ne.jp/~kurara-tochigi

とちぎ協働まつり 2012 にみんなで行こう!!
10 月 28 日（日）9:00～16:00 栃木市総合運動公園

テーマは『つなぐ』

【協働推進室】
親子チャレラン
『親守詩』コンクール

【地域のエリア】

【キッズワーク】

栃木市各地域の魅力
・名物発見

【ステージのエリア】

バンドパフォーマンス
栃木市伝統芸能
子どもの遊び場提供、チャリ
ティーバザー、昔遊び等 【東北応援プロジェクト】

【子育てのエリア】

協力店でお仕事体験

【スポーツのエリア】

【物販のエリア】

【冒険のエリア】

熱気球・カヌー
苗木配布・ペット相談
飲食物・物品販売
テニス「ダブルス交流会」
スラックライン
犬のしつけ方教室
企業 PR 等
サッカー教室
はしご車搭乗体験も
お楽しみに！
※エコキャップは集めません。 ※協働サポートステッカーはくららにあります！（1 枚 500 円）

【くららのエリア】はメイン体育館！■各市民活動団体の情報発信■地域をつなぐ、世代をつなぐ情報交換
くららのエリア出展団体 ■社会福祉法人あゆみ園（手作り手芸品の紹介と販売）■頬笑みの会（世代間
交流）■太平山麓九条の会（平和への思い、原発について、資料の展示）■とちぎコミュニティ基金（認
定 NPO 法人を目指している団体紹介、活動紹介、寄付と減税）■栃木市中途失聴・難聴者協会（指文字
一覧表の掲示、カード型の一覧表の配布、古本販売）■ワールドマリー（異文化理解のアンケート調査）
■ハーモニー（世界の平和を願いハトを折る）■自立援助ホーム マルコの家（施設紹介、児童虐待防止の
啓蒙活動、通信配布）■こくら工房（NPO 活動のための募金よびかけ、バルーンアート）■栃木県健康管
理士会（健康相談、健康チェック）■障がい者の一人暮らしを考える会（駄菓子販売）■NPO 法人栃木県
シニアセンター（iPad の体験）◆どなたもどなたも！ぜひ！おいでください！お待ちしています！！

くらら交流さろんのお知らせ
くらら交流さろんのお知らせ

協働推進研修会のお知らせ

「や ね だ ん」DVD 鑑賞
アイデアと工夫、集落をあげた結束で「限界集落」
「過疎・高齢化」などの逆境をはねのけ続ける
鹿屋市柳谷集落「やねだん」の笑いと感動を綴った
ドキュメンタリーを鑑賞します！どなたもどうぞ！

■日 時
■会 場
■参加費
■主 催

10 月 22 日（月）19:00～20:00
とちぎ市民活動推進センター
無料
ネットワークとちぎ

■問合せ

とちぎ市民活動推進センターくらら

地域密着型の社会貢献をしているプロバスケット
ボールチーム「リンク栃木ブレックス」とは！？

◆日
◆会
◆講

時

平成 25 年 1 月 30 日（水）

場
師

18:30～20:30
栃木市国府公民館
山谷 拓志氏
（元リンク栃木ブレックス代表）

◆参加費

無料

☎0282-20-7131 fax0282-20-7132

９日と１９日は、
くららに来て、みんなで話そ！
参加無料・予約不要・お気軽に！
第 129 回

報告

9 月 9 日（日）14:00～16:00

第 105 回例会

鹿児島の 300 人の集落柳谷、通称やねだん。

住民にボーナスが出る集落。住民総出の地域づくり、スゴい協働
事例『やねだん』の DVD を見て話そ！

朗読でつむぐ歌麿の世界をお楽しみください。

今年の 5 月、国府公民館で行われた協働推進研修会でちょこっと
紹介された鹿児島県鹿屋市柳谷集落（やねだん）の事例。
そのドキュメンタリーDVD を見てみよう、という今回の「話そ！」
「行政に頼らない地域再生」をめざし、数々のアイデアと工夫、
集落をあげた結束で「限界集落」「過疎・高齢化」などの逆境をはね
のけ続ける「やねだん」の、笑いと感動の 12 年。

◆日
◆会
◆出

時
場
演

◆演 奏
◆参加費
◆申込み

10 月 13 日（日）15:00～16:30
油伝味噌 奥座敷
石原恵子・板橋千代子・志鳥桂子・
間中一代・川元由美子・福田邦子
三味線・大塚イク子
1,000 円（田楽セット付）
☎080-5424-2994（間中）

大人気絵本をそのままの雰囲気で人形劇にしました。
人形劇団「あっけらかん」による楽しい公演です！

◎日 時 10 月 21 日（日）11:00 開演
◎会 場 国府公民館
◎チケット 一般 2,300 円 団体 1,800 円（5 名以上）
◎問合せ ☎0282-22-7062

【感想】住民一人一人が「もっとこうした方が良い」と問題意識を
持った上で、まちづくり活動をしていることが素晴らしいと思いました。まずは、自分で何かやってみよう！
と思える DVD でした。率先して汗を流すリーダーと、自主的に惜しみなく協力する地域の人達が実にいい。

日 時 11 月 1 日（木）

※今回見逃したあなた！くらら交流さろんでもう一度！DVD 鑑賞会を開催します。お気軽にどうぞ！！
●日時：10 月 22 日（月）19:00～20:00
●会場：くらら会議室 ●参加無料です。

集合場所 栃木市総合運動公園 東側駐車場
◎参加費用 4,000 円位（交通費・入場料・保険料）
申込み ☎0282-22-6572（大出）

第 130 回

9 月 20 日（木）19:00～20:45

One'ｓCinema 西山さんと映画をご一緒に…『ミリキタニの猫』誇り高き反骨の人生！
路上画家ジミー・ミリキタニの失われた戦後 60 年を追ったドキュメンタリー
映画「ミリキタニの猫」は、One'ｓCinema 西山智彦さんのおすすめ作品です。
ニューヨークでホームレス同然の姿で絵を描いて生きている老人、ジミー・ミリキタニの
数奇な反骨人生を描いた魅力的なドキュメンタリー作品です。猫の絵がとてもかわいい。
少年時代を過ごした広島で飼っていた猫なのかなぁ…などと
思いながら、みんなで観る映画。話そ！じゃないけど楽しい時間でした。

8:00 出発――18:00 帰着予定

★日 時 10 月 31 日（水）17:30～1９:30
★会 場 とちぎ市民活動推進センターくらら
★内 容 絵本タイム／ゲームとハロウィーン工作
／英語の歌と踊り／お菓子パーティ
★対 象 幼児（親子）～大人
★参加費 無料
★持ち物 お菓子一袋・自分の飲み物・
トイレットペーパー
★申込み ☎080- 5676-8477（田村）
e-mail yosikotam238@ezweb.ne.jp

西山さんは宇都宮で年に数回映画上映会を開催しています。

※仮装してきてね！！

毎回こだわりの作品を提供しています。
次回は、2013 年 2 月 2 日（土）とちぎ福祉プラザ・多目的ホール
「ミツバチの羽音と地球の回転」（鎌仲ひとみ監督。祝島とスウェーデンで
エネルギーの自立に取り組む人々の物語）を上映します。

くららでチケットを預かっています。興味のある方はぜひどうぞ！

・・・・どなたでも参加できます！興味のある回からお気軽に「ちょこっと」のぞいてみませんか？・・・・
■10 月

9 日（火）14:00 ～16:00 ラボ国際交流田村パーティ

田村好子さん「大人による英語と日本語の劇遊び」

栗原大輔さん「企業の社会貢献」お金に関する情報発信。お金の被害にあわないために。
■11 月 10 日（土）19:00～20:00 ハレニャンコ工房

細内麻恵子さん

「消しゴムハンコで動物をホリホリしよう！」

412

クラリネット研究会

秋の夜長も「くららで話そ！」

■11 月 19 日（月）19:00～20:00 葛城ジロー氏「街頭紙芝居がやってきた！！」

9／15（土）
参加者 36 名！
み～んなで
力を合わせて
きれいになりました！

クラリネットによる演奏の研究と演奏活動。呼吸法による健康増進。

報告
9／29（土）参加者 3 団体。あ～でもない、こ～でもないと
盛り上がり、素敵なパネルの完成！皆さま、お疲れさまでした！

参加者の皆さま！

宇都宮お客様サービスプラザ

時

活動内容

ありがとう

SMBC コンシューマーファイナンス株式会社

団体名

ございました！

■10 月 19 日（金）19:00～20:00

登録 No

お疲れ様でした！

絵本や童話を元にした劇遊びで、心と身体をリフレッシュして若さをキープしませんか？

11 月 3 日（土）・4 日（日）
９:30～12:00 受付 ※要申込み
会 場 山車会館向かいビル（看板あり）
参加費 1,000 円（着付け・美術館入館料込）
問合せ ☎0282-23-3403（森戸）
日

※くららでは市民活動団体の登録を随時受け付けています。

★くらら大掃除★

くららで話そ！ これからの予定

とちぎ蔵の街美術館「浮世絵 美人くらべ」展との
コラボ企画です。着物一式は会で準備します。

どんどん活用して
くださいね～♪
まずは協働まつりで
お披露目です！

■10 月５日（金）～11 月 4 日（日）
◆蔵の街大通りを中心にお雛様が展示されます。
絵葉書がもらえるスタンプラリーもお楽しみ下さい。
◆問合せ☎0282-23-3131 栃木市商店会連合会

■10 月 5 日（金）～8 日（月・祝）■栃木駅前北口広場
◆ドイツビール／ドイツ料理＆地場産品／民族音楽
◆問合せ☎0282-25-2356（社）栃木市観光協会

―浮世絵にみる江戸から近代の化粧美―
■10 月 9 日（火）～12 月 9 日（日）
■とちぎ蔵の街美術館
◆講演会「江戸の美人くらべと化粧術」
（10/21）
学芸員によるギャラリートーク／着物で美術館
ナイトミュージアム／クラビ活動「浮世絵のはなし」
◆問合せ☎0282-20-8228

■10 月 19 日（金）～平成 25 年 1 月 14 日（月・祝）
◆点灯式 10／19 18:30 塚田記念館黒塀前
◆問合せ 0282-21-2541（商工観光課）

■10 月 13 日（土）～21 日（日）
◆高精細複製画完成記念シンポジウム（10/14）
◆歌麿道中／朗読「喜多川歌麿女絵草紙」／歌麿写真
展／絵草紙屋／「品川の月」複製画展示／とちぎ一箱
古本市／駄菓子屋・昔遊び／寺子屋入門「狂歌を楽し
もう」／スタンプラリー／歌麿画のれん・歌麿のぼり
旗・浮世絵ぬりえ／道中案内／「巴波川杭打ち図」パ
ネル展示／船頭による「巴波川と歌麿」のお話／浮世
絵美人くらべ」展／栃木市所蔵歌麿肉筆画展示
◆問合せ☎0282-21-2426（文化課）

■10 月 21 日（日）10:00～15:00
■旧栃木中央小学校体育館／とちぎ蔵の街観光館
◆健康相談／健康測定／新鮮野菜などの販売／抽選会
／健康ポスター展示／市民公開講座
◆問合せ☎0282-25-3511（健康増進課）

■10 月 21 日（日）渡良瀬遊水地を冒険しよう！
■藤岡町スポーツふれあいセンター
◆問合せ☎090-2209-1057（早乙女）
☎090-3497-7764（酒井）

◆江戸型人形山車／山車とお囃子の競演｢ぶっつけ｣
◆問合せ ☎0282-21-2504 栃木市商工観光課
■11 月 9 日（金）～11 日（日）■蔵の街大通り
土日祝☎0282-25-2356 栃木市観光協会

くららの駐車場は１０台程度。
乗りあわせでお願い致します。

くらら情報紙は毎月１日発行です。

下記のところに置いてあります。
栃木市役所玄関ラック・各総合支所・各公民館・
各図書館・各文化会館・蔵の街美術館・各商工会（議所）
各児童館・各老人福祉センター・市民会館・山車会館・
蔵の街観光館・保健福祉センター・勤労者総合福祉センター・
地域子育て支援センター・ファミリーサポートセンター・シルバー
大学校・総合体育館・プラッツおおひら・ゆうゆうプラザ・県内
市民活動センター・近隣のボランティアセンター・市内協力店・
くららカウンター
※くららホームページから情報紙の印刷もできます。
URL http://www.cc9.ne.jp/~kurara-tochigi

「登録団体からのお知らせ」（講座・イベント情報など）
「くららレポート」（団体の活動紹介） 原稿をお待ちしています！
※くららは、指定管理者として特定非営利活動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。
ひじさい

さぁ！イベント盛りだくさんの季節到来！どんどん参加して楽しみましょうね！てなわけで、益子の「土祭」に
出かけました。古い蔵や倉庫を開放しての作品展やらカフェやら雑貨やら。まちの人は親切だし、無料駐車場はあち
こちにあるし、お昼ごはんもおいしかったし。スタンプラリーのスタンプはその会場に因んだ消しゴムはんこ！これが
可愛いのなんのって！夕焼けバーは次回のお楽しみ今年も気仙沼から秋刀魚が届きました。おいしかったよ～ん！

