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協働推進研修会のお知らせ

『プロスポーツが地域の活性剤になる』…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」が目指す協働のあり方とは！？

◆日
◆会

時
場

平成 25 年 1 月 30 日（水）18:30～20:30
栃木市国府公民館（栃木市惣社町 228-1 ☎0282-27-3002）

◆講

師

山谷

拓志氏（元リンク栃木ブレックス代表）

■対 象
市民・NPO・行政・協働に関心のある方
■定 員
100 名（定員になり次第〆切）
■参加費
無料
■共 催
栃木市・とちぎ市民活動推進センターくらら
■申込み／問合せ
とちぎ市民活動推進センターくらら
☎0282-20-7131 FAX 0282-20-7132 E-mail

とちぎ協働まつり 2012

kurara-tochigi@cc9.ne.jp

開催されました!!

10 月 28 日（日）
、栃木市総合運動公園で
第 9 回『とちぎ協働まつり 2012』が
開催されました。今年のテーマは「つなぐ」！
開会式では、市長＆実行委員長挨拶、エリア長に
よるエリアの紹介と、
『親守詩』の表彰式。
くららのエリアでは、登録団体による活動紹介！
くららが担当したキッズワーク（お仕事体験）の
記者もケロケロニュース作成に挑戦しました。
❤

❤

❤

❤

❤

❤

❤

❤

当日は、雨にもかかわらず、
来場者 11,000 人！
会場まではるばる？足を運んで
くださった皆様！本当に本当に
ありがとうございました。
前々から準備のスタッフの皆々様、
お疲れさまでした。
❤

❤

❤

❤

❤

❤

❤

❤

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 131 回

報告

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

栃木市市民活動推進事業“とちぎ夢ファーレ”

「大人による英語と日本語の劇遊び」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？
まずは自己紹介を兼ねたウォーミングアップ。
軽快なテンポの曲に合わせて一人ずつ、英語で歌いながら、ステップを
踏んだり、踊ったり…だんだんリズムに乗ってきて、はじめは戸惑っていた
参加者も、慣れてきたようです。

★日

時

11 月 17 日（土）・18 日（日）
10:00～16:00
★場 所 永野川緑地公園 ※雨天決行
★タイムスケジュール・詳細はピクラビ HP を見てね！
【ピクラビ HP】http://picrabi.jimd.com/

日

時

11 月 18 日（日）
10:30 開演
栃木市栃木文化会館小ホール

会 場
入場無料
問合せ ☎090-5550-8410

休憩をはさんで『おおきなかぶ』を英語で劇遊び。
皆さん知っている話なので、「よ～いしょよいしょ、よ～いしょ」
と歌いながら引っ張ります。皆さん、実に楽しそうです。
田村先生の明るい笑顔と、テンポのよい英語劇につられて、

～新法によって障がい福祉制度はどうなるのか？～

思わず真剣になって遊ぶ参加者の方たちです。

◆講
◆日
◆会

ふだんはあまり味わえない参加型の「話そ！」でした。

第 132 回

10 月 19 日（木）19:00～20:00

SMBC コンシューマーファイナンス株式会社

宇都宮お客様サービスプラザ

師
時
場

◆参加費
◆申込み

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。

吉澤洋介氏（市保健福祉部社会福祉課課長補佐）
11 月 18 日（日）13:30～16:00
栃木市保健福祉センター
レクリエーションルーム
無料
☎090-7701-3130（18 時以降）
e-mail kappa1@cc9.ne.jp

SMBC コンシューマーファイナンス株式会社は、今年 7 月にプロミスから

第 106 回例会

栃木市市民活動推進事業“とちぎ夢ファーレ”

社名を変更したそうです。（SMBC は「三井住友銀行」、コンシューマーファイ
ナンスは「消費者金融」）お客様サービスプラザとは、多重債務の予防や、防止
への取り組みを、会社の社会的責任と捉え、地域の方々が気軽にお金について
相談できる拠点を目指して活動しています。
子どもに「お金」について考えさせるためのカードゲームを
小学校で実施したり、学生向けの啓発活動、地域の祭りへの
参加などで社会貢献をしています。

時 11/10（土）・12/9（日）・23（日）
①9:00～②9:30～③10:00～④10:30～
会 場 栃木市皆川公民館
※要申込み
参加費 1,100 円（材料費＋会場費）
問合せ ☎090-1453-1038（青木）
日

登録 No
413

くららで話そ！ これからの予定
・・・・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？・・・・
細内麻恵子さん

「消しゴムで動物ハンコをホリホリしよう！」
■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！！」
■12 月

９日（日）10:30～11:30

DVD 鑑賞会

「昭和・メモリアル
■12 月 20 日（木）19:00～20:00 蔵の街

茶遊会

人形作家 与 勇輝」
白石宗美さん

「抹茶をたてましょう」

リズム＆コメディの
タップダンス
エンターテイメントショー！

日 時 12 月 8 日（土）14:30 開演
会 場 栃木市都賀文化会館（ハートホール）
チケット 一般 2,800 円 団体 2,500 円
※託児あり（要予約） ※会員無料
問合せ ☎0282-22-7062

※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。

「お金の被害にあわないため」のお話など、聞いてみたい団体さんは
くららまでお問合せください。

■11 月 10 日（土）14:00～15:00 ハレニャンコ工房

【活動内容】入院中の子どもの家族のための
滞在施設の運営補助（平日・土・日曜）、ハウス
キーピング、利用家族の案内、対応、事務作業。
【連絡先】
ドナルド・マクドナルド・ハウス とちぎ
〒329-0434 下野市祇園 2-36-3
☎0285-58-7551 fax0285-44-4154
（担当 中澤、斎藤）

お友達をさそって
お気軽に
ご参加ください！

団体名

活動内容

難病を患っている子ども及びその家族を支援するため、安価な滞在施設を
ドナルド・マクドナルド・
運営する。寄付・募金・ボランティアで運営。ハウスツアー・ハウスキー
ハウス とちぎ
ピング・事務作業・ハウス外での告知・募金活動など。

10 月 22 日（月）
、ネットワークとちぎが主催して
『やねだん』DVD 鑑賞会が開催されました。
鹿児島県の大隅半島にある鹿屋市の柳谷集落、通称「やねだん」
。「過疎高齢化」「限界
集落」などの逆境をはねのけ、
「行政に頼らない地域再生」をやり遂げた「やねだん」の
笑いと感動の 12 年を綴ったドキュメンタリーは参加者それぞれの胸に響いたようです。
「しっかりしたビジョンと行動力をを持ったリーダーの
存在が、いかに大切かを痛感した」「私たちも、頑張ら
なければ」などなど、さまざまな感想が出ました。
参加してくれた
みなさま！
「やねだん」のような事例を、みんなが知って、伝えて、
有難うございました！
まちづくりにつながっていくといいですね♪♪

とちぎ協働まつり 2012

くららのエリア報告!!
あゆみ園

いつもさわやかな
くららのエリア長
大波君。

頬笑みの会

栃木市中途失聴・
難聴者協会

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）■とちぎコミュニティ基金（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）■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）■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）■ネットワークとちぎ（ウォーキングイベント報告）■県立学悠館高等学校 JRC 部（災害時の応急手当）
体育館入口は
バルーンアート

太平山麓九条の会

学悠館高校

すみれ
↑iＰad 体験
↑東北応援プロジェクトに ↑ハロウィン
かけつけた「とめさん」♪ パレード

みんなで力を合せてテキパキお片付け♪

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。

協働の
一本締め

←折り紙ハーモニー
ハトを折りました。

皆様、お疲れさまでした！
くららでは、『親守詩』入賞作品
展示＆いわむらかずおさんの
グッズ販売協力中♪よろしく❤

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。
とちぎ協働まつり 2012 終わりましたね。関わってきたすべての皆様本当にお疲れさまでした！東北応援プロジェクト
の秋刀魚、ふかひれスープおいしかった～買い物もしたし10 月はイベント盛り沢山で目が回りそうでしたが『継続は
力なり』来年に向けてのスタート！さて我らが栃木ウーヴァ FC。10/14（日）半年ぶりの勝利！次のホームゲームは
11/18（日）。JFL 残留に向けて全力で戦うのみ！私達は応援あるのみ！さあ、みんな栃木市総合運動公園へ GO！GO！

