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視察研修会のお知らせ 

■日 時 ６月 ２日（土）１４：００～１６：３０ 

■会 場 栃木市国府公民館 

 全体会議のお知らせ 
とちぎ市民活動推進センターくらら利用者協議会主催 

とちぎ市民活動推進センターを円滑に運営するために、 

利用者（登録団体）が積極的に提言し、親睦を深め連携を図る場として全体会議が開催されます。 

登録団体の皆様にはすでにお知らせしてあります。同封のハガキにて出欠の返事をお願い致します。

全体会議で活動紹介をしたい団体は、５月１５日までにくららまでお申込みください。 

交流会でお知らせしたいことや、団体のチラシ、パンフレットなどがありましたらお持ち下さいね。 

こ う 

●登録団体同士の親睦を 
深めましょう。 

●「百聞は一見に如かず」 
視野を広げましょう。 

くらら交流さろんのお知らせ 

日 時 ６月５日（火）８：３０～１６：３０ 

行 先 宇都宮市まちづくりセンター／栃木県庁／ 

とちぎボランティアネットワーク 
 

定 員 ２５名（申込 5/25 まで・定員になり次第締切） 

参加費 無料（昼食は自己負担） 

日 程   

８：２０  集合     ８：３０  出発 

１０：００～１１：００  宇都宮市まちづくりセンター  

１１：３０～１４：００ 栃木県庁（昼食と見学） 

１４：２０～１５：２０ とちぎボランティアネットワーク 

１６：３０  ……道の駅みぶ……くらら着 

「栃木・蔵の街かど映画祭」協働企画 

主催 ユニット夢弦 

今宵 みんなで 

『映画音楽 想い出の夕べ』

･日 時：５月１８日（金） 
１９:００～２０：３０ 

♬会 場：とちぎ市民活動推進センター 
♬入場無料・定員 30 名 

５月 19 日・20 日「蔵の街かど映画祭」開催。

その前夜に懐かしの映画音楽を味わって、気分を

盛り上げていきましょう～♪ユニット夢弦なら

ではのアコースティックギターの音色と美しい

ハーモニーをお楽しみください。 

♪夜霧のしのび逢い／エデンの東／第三の男／ 

サウンドオブサイレンス／ミセスロビンソン／ 

禁じられた遊び／鉄道員／スタンドバイミー／ 

ゴンドラの唄／悲しくてやりきれない／駅馬車♪ 

ふるって 

ご参加ください！

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 

 
登録団体の

皆様への 

お知らせ 

栃木市惣社町８６５

0282-27-3002 

平成２４年度 



           

                                                           

 

 

登録No 団体名 活動内容 

397 La．ange 
ベビーマッサージを通して新生児及び幼児の発達を促すための 

実技指導。親子の絆を深め、育児のストレスを解消するお手伝い。

398 とちぎコミュニティ基金 
支援者と優れた NPO を資金や情報で結びつけることで市民参加
による新しい地域社会作りを応援する。 

399 栃木保護区 保護司会 更生保護活動。 

400 日本網膜色素変性症協会栃木県支部
網膜色素変性症並びに類縁疾患に対する治療法の確立と生活品質
の向上を目指す中で医療講演会開催及び患者、障がい者の交流。

401 ポリネシアンダンスサークル 
ポリネシアンダンスを中心にポリネシアンの文化を学びながら 
健康増進に努める。 

402 特定非営利活動法人 ふるさと 地域づくり。 

第 119 回  ４月 ９日（月）アストロベース 21 関口守康さん 

「5／21 朝 6:00～金環日食観望会やりますよ～！そして、隕石・星・UFO 遊びその後…」

■５月 10 日（木）19:00～20:00 朗読を楽しむ会 茂呂久美子さん 

「朗読の魅力」 朗読体験してみませんか？ 

■５月 19 日（土）14:00～15:00 行政書士 碓井雅也さん  

「遺言・相続・成年任意後見制度について」 

■6 月 9 日（土）13:30～14:30 栃木県シルバー大学校南校ボランティア相談窓口 

『ネットワークみなみ』事務局長 浜田敏路さん「65 才からの起業」 

■6 月 19 日（火）19:00～20:00  関根光晴さん・遠藤雄子さん「福島県川内村から避難し、栃木暮らし中。 

前向きでパワフルなお二人に、お話を伺います。」 

日 時 5 月 19 日（土）・20 日（日） 

9:30～12:00 受付 

会 場 とちぎ山車会館向かいビル 

参加費 1,000 円 

申込み／問合せ ☎0282-23－3403（森戸） 

・・・・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？・・・・

期 間 ６月 ３日（日）まで 

開館時間 ９:00～15:00 

休館日 毎週月曜日（祝日の場合は開館し翌日休館） 

観覧料 一般／大・高校生 500 円小・中学生 200 円 

ギャラリートーク 5／19・26 14:00～ 

問合せ  ☎0282-20-8228（とちぎ蔵の街美術館） 

※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。 

栃木・蔵の街かど映画祭を着物で楽しんでみませんか？ 

お好きな着物を選んでいただき着付けを致します。 

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！ 報告

★日 時 5 月 21 日（月）  

★時 間 午前 6:00 から開館。 

※金環日食は午前 7:33～ 

第 120 回  4 月 19 日（木）15:00～16:00 ハーモニー 楠奥則子さん 

          「使わなくなった傘でエコバッグを作ろう」ミシン持ち込み実演します！

色がさめたり、骨が壊れて使えなくなった傘がエコバッグに変身！ 

①傘から布をはずし８枚バラバラにする（これが結構大変）②布をきれいに洗って、

アイロンをかける③三角形を整える④4 枚上下交互に縫い合わせ輪にする（２組）

⑤底の角を 2 枚一緒に縫う⑥持ち手をはさんで袋口を縫う・・・という手順です。

もともと傘なので濡れても大丈夫！たたむとペッタンコになるので、

常にバッグの中に入れておけば荷物が増えたときに大活躍。 

どんな風に布を使うか、大きさをどうするか、作る人のアイデア次第。 

ミシンとアイロンを持ち込んで、チームワークばっちりの実演に、

参加者は「な～るほどね」「そうかぁ」などと感心しきり。「早速家に

帰って作ってみるわ」という方も。皆さんもぜひ！お気に入りだった

傘たちをエコバッグに生き返らせてみてはいかがでしょうか？ 

5 月 21 日（月）朝、金環日食が見られます！ 

この○百年に一度のチャンスを、栃木の多くの人に知ってもらいたいと 

関口さんは考えており、くららにふらりと立ち寄ったことが「話そ！」に 

つながりました。18:30 始まりのために 15:30 入りした関口さん。 

それはそれは、たくさんの資料の搬入。 

小さなケースに入った隕石の数々。 

UFO・宇宙船・宇宙人…頭の中に浮かんだアイデア・インスピレー 

ションを書きとめたノート。金環日食を見るための手作りの缶ビール

の「缶望遠鏡」。（普通の望遠鏡で見ると目がやられるので要注意！！）

さらに、関口さんの究極のプラス思考のヒミツも話して下さいました。

まったく！生きているんだから楽しまなくては！！ 

５月２１日（月）、栃木市大平児童館天文台は午前 6 時から開館。金環日食は、午前 7 時 33 分から

4 分 20 秒見られます。見るための秘密兵器もそろっています！皆さん、通勤通学前にぜひ寄ってね！

☆日 時 ６月 6 日（水） 

☆時 間 7:00～14:00 

合併後の栃木市の各地域の名所旧跡を巡り、 

あらためて「新しい栃木市」を発見しましょう！ 

★毎週水曜日 19:30～21:30

この時間内なら 

いつでも見られます 

火星と土星が 
見られます！ 

①05／24（木）藤岡地区 うずま川河口・部屋地区の今昔 

②06／06（水）都賀地区 ほたるの里を訪ねて 

③07／25（水）大平地区 大中寺・戸長屋敷・ぶどう狩 

④09／04（火）栃木地区 山車会館・山本有三記念館 

⑤10／18（木）西方地区 民俗資料館・小倉堰・八百比丘尼堂 

⑥12／04（火）栃木地区 あじさい坂・大神神社・下野国庁跡

◆問合せ 地域まちづくり課･0282-21-2249 
◆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 

◆内 容 右のとおり 
◆原則として全コース参加可能な方 
◆定 員 30 名（応募多数の場合は抽選）
◆参加費 ①②⑤⑥→1,000 円  

③→2,000 円 ④→1,700 円 

耳より情報！！  5／1（火）～5／20（日） 
大平図書館で、金環日食関係の資料展示・天文関係

グッズ展示・ビデオ上映！！！ 

共通事項  

★会 場 栃木市大平児童館天文台 

★参加費 無料 
★問合せ ☎0282-43-2350（大平町児童館）

くららで話そ！ これからの予定  



風薫る五月。巴波川に鯉のぼりが泳いでいます。気持ちのいい季節になりました新年度が始まって早一ヶ月。年度
替わりは何かと慌ただしい。登録更新、メールボックス・ロッカー更新、全体会議準備・発送作業などなど、くららも
バタバタの毎日です（でした）。６月 2 日はくらら全体会議。登録団体の皆様、出欠のハガキをお忘れなくね～！ VC
栃木では定期的にボランティアバスを出しています。気仙沼にボランティアに行ってきた方は「地域によっては、まだ
まだ復興は程遠い」と話していました。忘れないで、少しずつでも思いを届けていくことが私達にできることです❤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。

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！

 
くららの駐車場は１０台程度。 

乗りあわせでお願い致します。 

栃木駅からひと駅だけ電車に乗り、新栃木へ。 

例幣使街道を、くららのおっちゃんこと小林センター長の案内で、 

大町の追分の石碑から境町のくららまで、２時間ほど歩きました。 
 

嘉右衛門町の街並み、大通り商店街の街並みの名前の入った古い図を資料に、

今も代々続いている商店がいくつもあることに驚きました。また、間口が狭い

見世蔵から、裏に細長く続くたくさんの蔵をじっくり見学しながら歩きました。

日頃は、車でさっと通りすぎるだけなので、今回の「散歩」はとても楽しい 

時間でした。 

昭和 34 年頃の旧栃木市の街中の風景－栃木駅、

銀座通り、巴波川そして栃木第三小学校旧校舎・・・

「のすたるじん」などが企画した「六人姉妹上映会」

は、2 回上映で計 63 名のみなさんと共に、映画の

中で映し出される約 53 年前の栃木の風景を懐かし

く楽しみました。「六人姉妹」は、「全編栃木市ロケ」

という画期的な作品です。「地域のアーカイブス」と

して、たいへん貴重なこの映画に、一市民として 

感謝すると共に、映画の中で 

描かれた生活風景も含め、 

今後もたくさんの皆さんと 

｢人と人との温もりのある生活｣ 

を顧みて、今後の生活の中で 

活用していきたいと改めて思いました。 

健康管理士会は、毎日を健康で楽しく過ごすために 

日常で心がける食や運動について勉強し広めています。

健康のためのダイエットについて食の基本と生活の 

中の簡単な筋肉トレーニングを教えていただきました。

参加者の皆さんも、基本的な立ち方、歩き方を実際に 

行い、ただ体の筋肉を意識して動くだけで太りにくい 

体になるという説明に 

「ふむふむ…なるほど…」 

少しずつでも、「毎日続ける 

こと」が大事だそうです。 

「六人姉妹」上映会 

主 催 のすたるじん・ネットワーク

ぎ

主 催 栃木県健康管理士会 

健康教室 

「健康のためのダイエット」 

昭和の 
シネマ 

4／17 
（火） 

4／24 
（火） 
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