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み ぶ り ん  だより 

稲葉公民館で活動する合唱団“コールたんぽぽ”が、皆さんと一緒にフォークソングを歌

う「フォークソングカフェ」を一日限定でオープンします。冷たいお飲み物もご用意してい

ますので、ぜひ手ぶらでお越しください。お待ちしています。 

日時▶８月２５日（日） １０：００～お昼頃迄 

場所▶稲葉公民館 講堂 

参加費▶無料。フリードリンク付。 

定員▶２０名程度 

申込先▶コールたんぽぽ事務局 

TEL090-3348-0983(岡本 恵) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

〒321-0214 壬生町大字壬生甲 3843-1(保健福祉センター内) 

電話 0282-21-8731  FAX 0282-21-8732 
Mail: miburin@bz04.plala.or.jp 
http://www.town-mibu.com/miburin/ 
★メールアドレスを教えて頂ければ、毎月 

みぶりんだより（カラー版 PDF）をメールでお送りします。 

 
 
 

HP URL 壬生町町民活動支援センター「みぶりん」 
■開館時間        ■休館日 
火～金  10 時～18 時    月曜日･年末･年始 
土･日･祝 10 時～17 時  
（火～金は予約をして頂ければ 21時まで利用可能です） 
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せせらぎ会で教室 
➀習字教室･塚田様 ②レクリエーション･岡本様 
防犯･交通教室で安全な自治会に（至宝町南･北自治会､婦人会） 
定期総会･講演会 (川の日を国民の祝日にしよう会) 
ホタル観賞会     (壬生ホタル愛好会) 
那須岳～平成の森   （壬生植物同好会） 
県民の日記念イベント 
➀国谷駅前通り ②やすづか駅前わいわい広場 

お知らせ 

  

みぶりん体験講座募集 

夏休み!!親子参加も!!大人も大歓迎!! 

バルーンアートを作って 
飛ばして遊ぼう!! 

 
日時▶８月１８日（日） 

午後 1時 30分～3時 30分 

場所▶保健福祉センター １Ｆ 会議室 

参加費▶200 円（材料代･当日徴収） 

講師▶かたつむりバルーン 鈴村様 

定員▶２０名程度 持ち物▶特になし 

申込先▶みぶりん ☎ 0282-21-8731  

※現在受付中です。 

 

 

アウトドアに学ぶ防災 参加者募集 
 

フォークソングカフェ With コールたんぽぽ ピアノ：小倉史江 

★この広い野原いっぱい 

★翼をください 

★いちご白書をもう一度 

★時代 ★なごり雪 

★青葉城恋唄 

★バラが咲いた 

★知床旅情 

★花嫁 

 

 

★あの日にかえりたい 

★太陽がくれた季節 

日時▶８月２４日（土）１３時～８月２５日（日）１０時 
場所▶おもちゃ団地共同組合厚生会館（ゆうゆ館） 
対象者▶壬生町民（小学生以下は保護者同伴） 
参加費▶中学生以下 500 円／大人 1,000 円（保険代込） 
主な内容▶①テント泊 ②自炊（非常食は自ら調理）、

合同食事は薪炊飯他 ③避難所の衝立造り 
④ロープ取扱いの体験（壬生ハイキングクラブ指導）
⑤２４日夜は「ふるさと祭り」花火鑑賞 

持参する物▶アウトドア用品一式(あるもの)､毛布は必須。 
非常食(２５日朝食分)､２Ｌペットボトル(シャワ 
ー用)､着替え 

<一部貸出>テント､コンロ､バーナー､薪用かまど及び
鍋｡その他､申込の際ご相談下さい。 

申込期限▶ ８月１５日（木） 
申込み先▶二瓶美恵子 ☎0282-82-1291 
     山井 勲 mail yamai@movie.ocn.ne.jp 
特記事項▶雨天決行。但し、テント泊が困難な場合は施

設に宿泊します。 
主催▶みぶアクティブクラブ（代表 山井 勲） 
後援▶壬生町防災士連絡会 

体験しよう‼ 
自炊非常食（薪かまど、バーナーを使いこなそう） 

第１１回みぶりん活動発表会のお知らせ 
 ★活動発表会 テーマ／｢分野別活動発表」 

★分野別交流会 
日時▶10 月 6 日（日） 9：30～12：00（予定） 
場所▶保健福祉センター １F 会議室 
詳細については利用者協議会と協議しながら、

次号以降にお知らせいたします。 
 

➋ 

 

 

➌ 

 

 

➍ 

 

 

 

 

http://www.town-mibu.com/miburin/
mailto:yamai@movie.ocn.ne.jp
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せせらぎ会で習字・レクリエーション 
「習字教室」塚田善和様 

「レクリエーション」めぐりん 

５月１９日、せせらぎ会の地域交流ホームで、塚田善和さん
の習字教室がありました。 

まず、筆運びの基本などをビデオで勉強し、そのあと塚田さ
んの書の紹介や習字の基本などの話をして頂き、実践では、墨
のつけ方、筆の持ち方などを教えて頂きました。 

この教室は今後隔月で月１回行う予定で、みんな真面目に取
り組んでいるので、上達が楽しみです。   （取材担当 鈴木） 

６月９日、同じ場所で、レクリエーションインスト

ラクターの“めぐりん”（岡本 恵さん）にレクリエー

ションゲームを教えて頂き、みんなで遊びました。 

最初は何となく馴染めなかった人も最後はみん

なと一緒にニコニコ顔。楽しいひとときを過ごし

ました。 

 こちらも今後隔月で月１回行う予定で、みん

なの笑顔が楽しみです。（取材担当 鈴木） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

ました。こちらも今後隔月で月１

回行う予定で、みんなの笑顔が楽

しみです。   （取材担当 鈴木） 

 防犯･交通教室で安全な自治会に 至宝町南･北自治会､婦人会 

６月１０日「至宝町南自治会（田中益位会長）」「至宝町北自治会（菅

野博行会長）」及び「至宝町婦人会（益子サク子会長）」は、至宝町公民館
で防犯・交通教室を開催しました。当日は、壬生交番所長の高橋太一氏を
講師に迎え自治会会員５０名が参加しました。 

講話では、最近の特殊詐欺で壬生町の地域に一斉にはがきが発送された
事例や、銀行員を装ったキャシュカード詐欺の実例を見せていただきまし
た。受講者の皆さんは事故や詐欺などが身近で発生していること、家族や
周辺の人が不自然な行動に気づくことで未然に防げることが分かりとって
も良い教室となりました。   （至宝町南自治会 玉田英二記） 

事例や、銀行員を装ったキャッシュカード
詐欺の実例を見せていただきました。受講
者の皆さんは事故や詐欺などが身近で発
生していること、家族や周辺の人が不自然
な行動に気づくことで未然に防げること

が分かりとっても良い教室となりました。   
（至宝町南自治会 玉田英二記） 

生していること、家族や周辺の人が不自然な行動に気づくこ
とで未然に防げることが分かり、とても良い教室となりまし
た。           （至宝町南自治会 玉田英二記） 

登録№ 名　称 活  動  内  容
団体275 「黒川の白鳥の里」有志会 黒川橋下流部を「白鳥の里」にすべく、河川の環境保全に努めています。

団体276 特別養護老人ホームあいケアステーション六美 食事や入浴、掃除、レクリエーションなどの支援を行う特別養護老人ホームです。

個人52 中川令子 油絵の個展を開催。公募団体展・地展への出品。

新規登録団体・個人(5/21～6/20) みぶりんでは、団体･個人の登録を随時受け付けています。
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「川の日を国民の祝日にしよう会」で、総会･講演会 

 

 ホタル観賞会  壬生ホタル愛好会 

 

５月１９日、町保健福祉センターで、「川の日を国民の

祝日にしよう会（桑原史朗会長）」の第３回定期総会と第

３回講演会が行われ、会員ら約９０名が参加しました。 

 総会の会長の挨拶では、「記念すべき令和元年は、今ま

での陳情書提出活動の集大成となる県議会への提出を実

施する」という力強い言葉と、新しい事業として「みずべ

の寺子屋 in しののめ」を開催するという話がありました。 

 講演会では、町歴史民俗資料館の中野正人氏より「川と

共に歩んだ壬生の歴史」と題して、壬生河岸の概要･港町

壬生の役割･明治期の壬生の水運などについて話があり、

興味深く、また余り聞けない内容の話に会場の全員が聞

き入っていました。（取材担当 鈴木） 

那須岳～平成の森  壬生植物同好会 

 ６月８日から、雄琴神社東の“みたらし水路”で「壬生ホタル愛好会（宮田次男会長）」
によるホタル観賞会が行われましたが、６月１６日は宇都宮市の宮の原小学校父兄の会の方
がお子様連れで約６０名来られました。 

 最初に宮田さんからホタルについて説明がありましたが、最近はあまり見られないホタル
について全員が興味津々で、最後は色々な質問が出ました。 

そのあと、みんなで“みたらし水路”に行きましたが、神秘的に飛び交うホタルに、参加
者の目は輝いていました。             

（取材担当 鈴木） 

 

 ６月１７日、「壬生植物同好会（山崎治行会長）」に同行し、
那須に行ってきました。 

当初は茶臼岳から南月山まで行く予定でしたが、風の影響
もありこちらは峰ノ茶屋まで行かずに引き返し、平成の森に
行き散策しました。 

 途中、あまり見られないラン科の山野草「ノビネチドリ」が
あり、勇んで写真を撮りました。 

 ベニバナイチヤクソウ、ヤマタイミンガサ、イワカガミ、ベ
ニサラサドウダン、レンゲツツジ、マイズルソウ等が見られ、
殆どが初めて聞く名前でしたが、久々に大自然に触れ、気持ち
良い一日にすることができました。山崎さん、参加の方々、あ
りがとうございました。（参加者 鈴木 浩） 

ノビネチドリ 

あり、勇んで写真を撮りました。 

 ベニバナイチヤクソウ、ヤマタイミンガ
サ、イワカガミ、ベニサラサドウダン、レ
ンゲツツジ、マイズルソウ等が見られ、殆
どが初めて聞く名前でしたが、久々に大自
然に触れ、気持ち良い一日にすることがで

きました。山崎さん、参加の方々、ありが
とうございました。  （参加者 鈴木浩記） 

がお子様連れで約６０名来られました。 

 最初に宮田さんからホタルについて説明がありましたが、最近は
あまり見られないホタルについて全員が興味津々で、最後は色々な
質問が出ました。 

そのあと、みんなで“みたらし水路”に行きましたが、神秘的に
飛び交うホタルに、参加者の目は輝いていました。（取材担当 鈴木） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「川の日を国民の祝日にしよう会」では、 

５月２６日、三好町自治会と合同で 

黒川河川敷清掃を行いました。 
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野菜･焼きそば･鉢花･生ビールなどの販売、かき氷･お茶･ジュ
ースの無料配布などがあり、小雨の中でしたが大勢の方で賑い
ました。 

「安塚五段囃子保存会（矢倉市太会長）」や「音楽グループ
にっこり（鈴木隆正代表)」のパフォーマンスもあり、拍手が絶
えませんでした。 

 小菅町長や町職員による「機 

動戦士ガンダム」などのアニメ登場人物のコスプレ部隊が東武
電車で来てくれたのには皆びっくり！楽しいイベントになり
ました。 

（取材担当 鈴木） 

 

 【編集後記】■今、来年の東京オリンピック･パラリンピックへの出場を兼ねた国内大会や国際大会が行われています。

前回出場を逃した選手はリベンジをかけた戦いなどその心意気が伝わってきます。先日、ある人にお願いし「雨ニモマ

ケズ」の詩を書いて頂きました。あらためてこの詩のような生き方の尊さを感じています。（玉田）■先日、壬生植物

同好会に同行し那須に行ってきました。植物のことはあまりわかりませんが、大自然に沢山触れることができ、すごく

気持ち良かったです。（鈴木）■梅雨に入り、お天気が変わりやすい毎日ですが、あちこちの紫陽花がピンクや水色や

紫など色とりどりで癒されています｡（小田垣）■書籍化して嬉しい！ドラマ化して嬉しい！と話していた「光のお父

さん」の映画が公開されました！定年退職したお父さんと息子の関係を面白く描いたオススメの実話映画です。（坂本） 

☆「みぶりんだより」は下記のところに置いています☆ 
みぶりん･保健福祉センター・壬生町役場･各出張所･各コミュニティセンター・各公民館･生涯学習館･図書館･歴史民俗資料館・ 

体育館・みらい館・おもちゃ博物館･嘉陽が丘ふれあい広場・ふれあい交流館・シルバー人材センター・各小中学校･壬生高校 
 

栃木県民の日を記念して､ 
住民によるイベント多彩に行われる 

<国谷駅前通り> 

<やすづか駅前わいわい広場> 

 

やすづか駅前わいわい広場で
は、「安塚地区コミュニティ推進

協議会（稲毛田美紀夫会長）」の
主催により、記念イベントが開
催されました。 

地元商店の協力による「やす
づか弁当」や、山野草･パン･有機
野菜･焼きそば･鉢花･生ビール
などの販売、かき氷･お茶･ジュ
ースの無料配布などがあり、小
雨の中でしたが大勢の方で賑い
ました。 

「安塚五段囃子保存会(矢倉

市太会長)」や「音楽グループに
っこり(鈴木隆正代表)」のパフォ
ーマンスもあり、拍手が絶えま
せんでした。 

 小菅町長や町職員による「機
動戦士ガンダム」などのアニメ
登場人物のコスプレ部隊が東武
電車で来てくれたのには皆びっ
くり！楽しいイベントになりま
した。 

（取材担当 鈴木） 

至宝秀峰会・安塚地区コミュニティ推進協議会 

 国谷駅前通りでは、「県民の日ウエルカムスポット」が設置されました。栃木県民の日国

谷駅イベント実行委員会「至宝秀峰会（益子俊男会長）」が地域住民に県民の日を祝う目的

で、至宝町南自治会など８団体とタイアップして実施しました。当日は、国谷小松連のお囃

子、カラオケなどで会場内はお祭りムード一色になりました。         （取材担当 玉田） 

絶えませんでした。 

 小菅町長や町職員による「機動戦士ガンダム」などのアニ
メ登場人物のコスプレ部隊が東武電車で来てくれたのには
皆びっくり！楽しいイベントになりました。 

（取材担当 鈴木） 

 

 

 

にっこり（鈴木隆正代表）」の
パフォーマンスもあり、拍手が

絶えませんでした。 

 小菅町長や町職員による「機 

動戦士ガンダム」などのアニメ
登場人物のコスプレ部隊が東
武電車で来てくれたのには皆
びっくり！楽しいイベントに
なりました。 

（取材担当 鈴木） 

 

 


