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みぶりん体験講座募集 

その② お花の寄せ植え教室 

 

〒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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至宝南 青少年育成懇談会 （鈴木勘也様） 
お達者サロンで法話    （市村直哉様） 
黒川源流域 植樹活動報告 （夢くらぶむつみ） 
お茶会サロン開催    （のぞみホーム） 
大人の七夕コン    (ハッピーチャンス) 
お達者サロンにて「おりがみ教室」（萩谷ノブ様） 
 
 

お知らせ 

  

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 

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！冷たいお飲み物もご用意しています。ぜひお越しください。 
日時▶８月２５日（日） １０：００～ 
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 
問合先▶コールたんぽぽ事務局 ☎090-3348-0983(岡本 恵) 

★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 
 
 

 

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。 

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 
 日時▶10／6（日） 9：30～12：00（予定） 場所▶保健福祉センター １F 会議室 参加費▶１００円 

★活動発表会 テーマ／分野別活動発表 ★交流会…おしゃべりをしながらお茶を飲みましょう! 
◇活動発表団体  
①六美町北部自治会及び「むつみの郷」 ②ハッピーチャンス（婚活） ③加藤カラオケ愛好会 
④チームＯＷ（花のまちづくり団体） ⑤壬生高等学校    ※パネル展示団体・個人募集中です。 

共催:みぶりん利用者協議会 
 
 

➋ 
 
➌ 
 
➍ 
 
 
 

★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▶１０月１３日（日） 10:00～12:00 
場所▶保健福祉センター １Ｆ 会議室 
参加費▶２,０００円（材料代･当日徴収） 

講師▶徳原 真人氏（ひかるガーデンズ有限会社 代表） 

定員▶４０人または組 ※組とは…親子･家族等で一つを作る場合。 

※定員になり次第締め切ります。 

持ち物▶軍手、タオル、スコップ 

申込先▶みぶりん ☎ 0282-21-8731 

※８月２０日㈫10：00 より 

来所､電話にてお申込ください。 

２０２０年★藩校サミット、２０２２年★栃木国体で､お花のおもてなし！ 
あなたのまわりをお花でいっぱいに！親子でのご参加もお待ちしています！ 

夏休み!!親子参加も!!大人も大歓迎!! 

その① 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） 13:30～15:30 
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。 

 

 

イベント・講座のお知らせ、自団体の活動紹

介、報告、ボランティアの募集など、「みぶ

りんだより」に記事を掲載希望の方は、ぜひ

お寄せ下さい。 

http://www.town-mibu.com/miburin/
mailto:yamai@movie.ocn.ne.jp


令和元年８月１日 発行 みぶりんだより ８月号 

2 

 

活動報告
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「太郎ちゃん」腹話術で会場を笑わす「ざ・笑い」  
心笑者グループ 鈴木勘也様 

６月２３日、町生涯学習館において「至宝町南自治会（田中益位会

長）」は第１９回至宝町南青少年健全育成懇談会を開催し、子ども大

人併せて７０人が参加しました。 

町教育委員会生涯学習課の高橋唯拓氏からは、最近のＳＮＳに関す

る現状とゲーム依存症の危険性について講話をしていただきました。 

次に、心笑者グループの鈴木勘也氏の公演では「どっこいだんご」

という昔話や十二支のネズミはなぜ１番先に出てくるのかなどを問

題形式で出題したり、「太郎ちゃん」の腹話術では、学校での出来事

など会場の子どもたちと会話を楽しみながら会場一杯に笑いを振り

まいていました。 

 

という昔話や十二支のネズミ

はなぜ１番先に出てくるのか

などを問題形式で出題した

り、「太郎ちゃん」の腹話術

では、学校での出来事など会

場の子どもたちと会話を楽し

みながら会場一杯に笑いを振

りまいていました。 

 

場の子どもたちと会話を楽しみながら会場一杯に笑

いを振りまいていました。 

（至宝町南自治会 玉田英二記） 

お達者サロンで法話 市村直哉様 
幸町２丁目ゆずり葉お達者サロン・六美町北部自治会「むつみの郷」 

６月２７日、「幸町２丁目ゆずり葉お達者サロン（井上涼子代表）」で、栃木市岩舟町「東

光寺」の副住職である「市村直哉師」による法話が行われました。市村師はＨ１法話グランプ

リの初代チャンピオンで、長く･つまらなく･難しい法話のイメージを変え「楽しめる法話で

地域活性化に貢献したい」と考え、全国で活動されている方です。当日は、仏さまの種類など

について、わかりやすく話をして頂きました。            （取材担当 鈴木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月１１日は、六美町北部自治会の「むつみの郷（佐藤久仁子会長）」で話をして頂きました

が、Ｈ１法話グランプリの際のお話から始まり､｢地獄裁判の体験ツアー」などを面白く楽しく､

また涙する内容も交えてお話してくださり､参加者は市村さんの世界に引き込まれていました｡  

（取材担当 小田垣） 
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活動報告
 

お茶会サロン開催 のぞみホーム 

６月１７日、「のぞみホーム」においてお茶会サロンが開催されました。参加者１６名は、

童謡・唱歌などを歌い楽しいひとときを過ごしました。歌は「夏は来ぬ」「富士の山」「シャ

ボン玉」「たなばた」「夏の思い出」など１０曲を歌いました。参加者は「子どものころに帰

ったみたい」と思い思いに口ずさみ、手作りのケーキなども提供され、あっという間のひと

ときでした。                          （ギター・歌 玉田） 

黒川源流域 植樹活動報告 

６月２２日、森の子保育園･ありんこ保育園･六美南部育成会･ＮＰＯ夢くらぶむつみ(黒川

にサケを呼び戻す会代表 荒川富夫氏)の総勢７０名で、１１回目となる黒川の中小来川(なか

おころがわ)地区での植樹活動を行いました。目的は、①黒川源流域の山を針葉樹･落葉樹の混

交林に育て元気にする②高齢化が進む中小来川地区の方を、交流を通じ励まし、壬生の子ども

達が元気を頂く、ということです。 

当日は二手に分かれて植樹活動を行いましたが、獣害の被害を受けながらも１０回にわた

る植樹を通じ逞しく成長した橡(くぬぎ)や山桜を見て、子ども達も元気をもらいました。今年

の植樹は、①ふれあい交流館前の公園で壬生の子ども達が植えた「仙台しだれ桜」で５年後に

桜祭りができることを楽しみに植樹を行い、②中小来川の山では昨年に続き橡の苗４０本を

植えました。 

 植樹のあと、子ども達は３～４人の組を作り地元のお年寄りに手伝って頂きそば打ち体

験を行いましたが、自分達で打ったそばを茹でてもらい美味しそうに食べました。これからも

植樹活動を通じ源流域のお年寄りとの交流を深めていきたいと思います。（代表 佐々木剛様

記） 

 植樹のあと、子ども達は３～４

人の組を作り地元のお年寄りに

手伝って頂きそば打ち体験を行

いましたが、自分達で打ったそば

を茹でてもらい美味しそうに食

べました。これからも植樹活動を

通じ源流域のお年寄りとの交流

を深めていきたいと思います。 

（夢くらぶむつみ代表 佐々木剛様記） 

 

森の子保育園･ありんこ保育園･六美南部育成会 
夢くらぶ むつみ(黒川にサケを呼び戻す会) 

 

登録№ 名　称 活  動  内  容
団体277 幸町２丁目ゆずり葉お達者サロン 月1回、介護予防体操・工作教室・ミニスポーツ大会・お茶会等を行っています。

団体278 デイサービスあゆむ 高齢者を対象としたデイサービス。身体を動かすことや新たな仲間ができる社交の場を提供。

新規登録団体・個人(6/21～7/20) 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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 【編集後記】■編集後記を書いている今は、第１０１回全国高校野球選手権栃木大会は序盤戦を終了し、

今年の代表校はどこになるのか興味津々となっている時分です。８月号が皆様のお手元に届くころには、

代表が決まり甲子園の組み合わせも決まった頃でしょう。本県代表として全国の高校野球ファンに感動を

与えられるよう正々堂々戦ってもらいたいと思います｡（玉田）■防災士の資格を取り、先日、町の防災士

連絡会に出席しました。防災の必要性･意識高揚が叫ばれる中、自分に何ができるかを考えると、ちょっと

不安です｡（鈴木）■二男の小学校の「親子のふれあい授業」で「消しゴムはんこ作り」を体験しました。

消しゴムに彫刻刀で掘っていき、出来上がったはんこを皆で押すときはワクワク、楽しい時間でした。（小

田垣）■あまり夏っぽくない気温が続きますね。昨年の酷暑よりかずっとこれくらいが続けばいいなとお

もいます。涼しくても熱中症にはお気を付けください｡（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 
 

お達者サロンにて「おりがみ教室」 萩谷ノブ様 

６月１８日「東下台イキイキサロン（手塚基二代表）」では萩谷ノブさんによる「おりがみ

教室」が開催されました。 

今回は、おりがみで立体的な「かたつむり」を一人１～２個作りました。折り鶴を応用し

たような作りで、複雑なところもあったので、萩谷さんに教わりながら一人一人、５センチ

大のサイズの「かたつむり」を完成させていきました。 

一人一つずつ作った後、萩谷さん持参の本番用の和紙で記憶を頼りに教わりながら作り、

周りの人と和やかに談笑しながら完成させていきました。       （取材担当 坂本） 

７月７日、磐裂根裂神社にて「大人の七夕コン」が開催されました。県内外から多くの参

加希望者があり抽選で男女各２５名が参加されました。初めに神社で良縁祈願のあと、小菅

町長・楡井町議会議長・佐藤県議会議員のご挨拶を頂きました。 

参加者も緊張気味で、なかなか会話が出来ずにいましたが、１対１トーク・BBQフリートー

クで徐々に緊張がほぐれ、会話も弾み、良縁祈願のご利益もあり、１１組のカップルが誕生

致しました。 

天候にも恵まれ、幸せな結婚を求める独身男女に健全な出会いの場を提供することが出来

ました。これもご支援・ご協力を頂いた関係者の皆様に心より感謝とお礼を申し上げます。 

（ハッピーチャンス代表 小川律男様記） 

天候にも恵まれ、幸せな結婚を求

める独身男女に健全な出会いの場

を提供することが出来ました。これ

もご支援・ご協力を頂いた関係者の

皆様のお陰であり、心より感謝とお

礼を申し上げます。 

（ハッピーチャンス代表 小川律男様記） 

大人の七夕コン開催   ハッピーチャンス 


