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協働推進研修会報告 
廣瀬氏による協働推進研修会（行政協働推進員対象）が開催されました。 

1．「協働」をめぐるいくつかの概念整理。『市民とは』『ボランティア

活動とは』『自治能力とは』『協働とは』 

2．｢協働｣が必要なわけ～市民のボランティア活動を安い労働力と 

して使おうとすると失敗する…。 

3．協働のまちづくりを進めていくための視点  

・協働するときにお互いが守りたい「ない」と「る」（ルール） 

アンケートから ◆講師の人柄がうかがえる分かりやすく引き込まれる語り口調でとても楽しく有意義な研修でした

◆協働というバクゼンとしたことが具体的にどう行動したらよいか方向性がわかった◆今回の研修を受けて、これも、

あれも協働なのかなと感じることができてよかった（仕事、家庭、地域社会）◆市民協働のかけ声をいささかあやしげ

な物と見ていたが、重要性を理解できた◆「ほめること」「聞くこと」「話すこと」「まとめること」人の気持ちが、人を

動かすことがよく理解できた◆栃木市のために自分ができることを考えさせられた◆「協働」で活力ある新生栃木市を！

講師 廣瀬隆人氏  5／16（水）国府公民館

くらら利用者協議会 全体会議が開催されました！ 

柳谷（やねだん）という、鹿児島県の 

小さな「むら」の VTR を見ました。住民総出で公共施設をつくり、サツマイモや 

焼酎といった加工品、土着菌や手打ちそばなどの販売により集落独自の財源を築き、 

やがてボーナスまで出るのです。（芋焼酎早速注文!おいしかった～）過疎・高齢化…逆境を 

はねのけた集落の結束力！その後はグループごとに、人を「ほめる」アイスブレイク 

と、ちょこっと難しくも楽しいワークショップでチームワークの大切さを学びました。 

6 月２日（土）栃木市国府公民館で、

くらら利用者協議会全体会議が開催

されました。会長挨拶、来賓、地域 

まちづくり課職員紹介の後、議事に 

入り、昨年度の活動報告、今年度の 

活動計画、２年目を迎えた役員の 

紹介が行われました。 

後半の交流会。５団体が活動内容を発表し、その後、 

６～７人ほどのグループに分かれて、お互いに活動紹介を 

し、団体同士が交流を深め合い、盛り上がりました。お互い

知り合いになることが、それぞれの活動を広げる第一歩 

なのだということを、改めて考えさせられた 

全体会議でした。お忙しい中、たくさんの 

ご出席をいただき、ありがとうございました。 

団体による発表 

↑ワークショップ



           

                                                           

 

 

登録 No 団体名 活動内容 

403 らいくる 

身体に素敵なことを基本に（癒し・体操・美食・美容・こころ・音楽・プチ 
旅行 etc．）を学んで、『好きなことを好きなだけ。学びたいことを学びたい 
だけ』を見つけ、素敵なひとたちとのつながりを増やす目的で（らいくるステ
ージ）を開催。 

404 工作部 PTA の活動を通して、親同士の交流をはかる。 

405 栃木のぎくの会 会員相互の研修と親睦及び女性の地位向上のための活動。 

第 121 回  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？ 

■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。」 

■7 月 ９日（月）19:00～20:00 グラウンドゴルフ協会 岩崎忠行さん・塩田弘治さん 

「グラウンドゴルフでいきいきと、健康・環境・生きがい・仲間づくり」 

■7 月 19 日（木）19:00～20:00 VC 栃木 野中美保さん・蓼沼新一さん 

                 「栃木からボラバスを出して、被災者のお手伝いを続けています。」 

・・・・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？・・・・

♪日 時 ６月 23 日（土）14:00～16:00 

♪会 場 栃木市第 4 コミュニティセンター2 階 

♪参加費 300 円（飲み物・歌集代） 

♪問合せ ☎0282-24-5868（岩川） 
   

※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。 

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

第 122 回  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」 

知っているようで、意外とはっきり分かっていない、

けれどとても大事なこと、遺言・相続について話して 

いただきました。自筆証書遺言の要件は「日付を自筆で

記入する」「氏名を自筆で記載する」「印鑑を押印（でき

るなら実印）」「すべて 

自筆で書く」のだそう 

です。 

いつもの「話そ！」のつもりで参加した方にとっては、ちょっとドキドキの 

『体験版』でした。まずは発声練習。「あいうえ おおきに ありがとう」 

…と、声を出していきます。一通り終わったところで、次は詩の朗読です。 

谷川俊太郎作『おひさま』。「あさめがさめたらいちばんになにをする？ 

ぼくはカーテンをあける」…ひとりが句点のところまで読みます。一巡したら、 

次は一塊（段落）のところをまた一人ずつ読んでいきます。皆さん真剣です…。 

茂呂さんの「そのときの情景を想像して」「声に気持ちを

のせて」などの分かりやすいアドバイスを受けて、何巡も

しているうちに、皆さんの顔が輝いてきました。 

「声に出して読むのって気持ちいい」「楽しかった～」と 

感想をいただきました。今回の「話そ！」をきっかけに、

朗読の魅力に目覚めた方もいるかも？ 

お父さんと一緒に写っている写真をお持ち下さい。

▲日 時 ６月 15 日（金）10:30～12:00 

▲会 場 とちぎおもちゃ図書館 

▲参加費 無料（先着 30 組） ▲申込み不要 

▲問合せ ☎090-6542-3384（山下） 

くららで話そ！ これからの予定  

･日 時 ６月 23 日（土） 13:30～ 

･会 場 おおひら郷土資料館 白石家戸長屋敷 

･参加費 無料 

♣問合せ ☎0282-22-7079（増田） 

堀川宇平次さんのシベリア抑留のお話を伺います。 

日 時 7 月 8 日（日）14:00 開演 

会 場 栃木市栃木図書館 2 階会議室 

定 員 40 名（要事前申込み） 

内 容 

◆朗読 「～花物語より～鈴蘭」福田邦子

「夏鶯」 間中一代 

「鶴」  薗田礼子 

「徳川の夫人たち」  

石原惠子・川元由美子 

鈴木由紀子・板橋千代子 

◆キーボード演奏  石原由貴 

主催／問合せ／申込み 

☎0282-22-3542 fax0282-22-1784 

（栃木市栃木図書館） 

遺言書がある場合・ない場合、相続人が多い場合・少ない場合。自作の 

サンプルを見ながら、分かりやすく説明してくれました。参加者からは 

「大事なことで、とてもためになったよ」との感想をいただきました。 

    関連プログラム 

■柴田健一講演会「母柴田トヨと栃木」6／17（日）14:00～

■柴田健一氏によるギャラリートーク■こどものためのワーク 

ショップ■朗読と童謡でつむぐ柴田トヨの世界■路地裏散歩 

■こども作詩コンクール■お休み処情報館■柴田トヨさんへの 

メッセージ大募集！…会場等、詳しくは美術館へお問合せ下さい。

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 

問合せ ☎0282-20-8228（とちぎ蔵の街美術館） 

日 時 6 月 12 日（火）10:30～12:30 

会 場 とちぎ市民活動推進センター 

参加費 無料 

申込み／問合せ ☎0282-23-3403（森戸） 

・・

・・ 

・・ 

生活習慣病にならないために、日々の食事と 

過ごし方を見つめませんか？ 



5 月は各地でイベント盛りだくさんの月でしたね。あちこちかけもちで大忙しの毎日の方もいたのでは？蔵の街かど
映画祭は盛り上がりました。映画内容もさることながら各館でのおもてなしや関連イベントがまた楽しいものばかり。
“人間ジュークボックス”タカパーチのトランペット演奏にききほれました。着物姿の方もたくさん見かけましたね･ 
県名発祥の地大博覧会は 6 月 9 日（土）･10 日（日）山車会館前広場。遊びにきてね！栃木市市民活動推進事業費
補助金『とちぎ夢ファーレ』応募団体のプレゼンテーションは６月 17 日（日）9:00～栃木市役所本庁舎正庁にて。  
どなたでも観覧自由。くららの登録団体も応募しています。それぞれの団体のアツい思いをぜひ体験してみて下さいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

映画祭では、関根邸（六人姉妹上映） 
でのミニコンサート。 
お二人とも着物姿が決まっており、 
入場者からは拍手喝采の嵐！ 
雰囲気のある建物の中での 
とてもグッドなコンサートでした。 

ユニット夢弦 「映画音楽 想い出の夕べ」 5 月 18 日（金）

ユニット夢弦と言えば、アコースティックギターの音色と美しいハ

ーモニーがステキなフォークデュオ。今回の「蔵の街かど映画祭」

（5/19・20）の前夜祭として、懐かしの映画音楽を味わいました。

「夜霧のしのび逢い」「禁じられた遊び」「スタンドバイミー」「第３

の男」「悲しくてやりきれない」などなど…、二人のレパートリーは

とにかく広いし深いのです。まさに映画の情景が思い浮かぶような 

生演奏に、参加者はうっとり。そこへ、活動弁士ジロー氏も加わり、

映画のワンシーンを再現。会場はまさに映画館のようでした。

♪♪♪♪♪♪♪♪ 

「第１回とちぎイーパーツリユース PC プログラム」のご案内 

最新 OS 
「Windowｓ7」 

寄贈対象 栃木市を活動拠点にし、まちづくりや 
地域の活性化に寄与する市民活動を目的とする 
団体で、財政面などの事情で情報化が思うように 

進まない団体。 

寄贈パソコン IBM T43 メモリ 2Ｇ HDD 60G  
DVD／CD ドライブなし Windows7pro 
Office2007personal VirusBuster2012（1 年分） 
  
負担金 1 台 5,500 円  ※1 団体 2 台まで 30 台程度 
 
応募要領 「第 1 回とちぎイーパーツリユース PC 
寄贈プログラム申請書」（くららにあります）に必要 
事項を記入押印し、くらら（･0282-20-7131）まで。 

「寄贈式＆交流イベント」 
日時 8 月 11 日（土）13:30～ 会場 くらら 

 

企業からの提供された 

PC を再生し新しくした 

製品を非営利組織・ボラン 

ティア団体等に寄贈し 

情報化を支援するものです 
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