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お花の寄せ植え教室 
みぶりん体験講座募集 

 

〒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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みぶりん講座「バルーンアート教室」 
至宝八坂祭   （至宝八坂祭実施委員会他） 
防災の集い   （幸町２丁目自治会防災部） 
カブトムシまつり･オオムラサキの放蝶会（オオムラサキの里を作る会) 
山田章さん大活躍!!（オレンジカフェ福来ら･城南自治会） 
施設でコンサート（音楽グループ“にっこり”) 
お達者サロンで映写会    （山本英雄様） 

お知らせ 

  

太極拳を体験してみませんか 

日光彫 壬彫会（じんちょうかい）会員募集 

 

第１１回 みぶりん活動発表会のお知らせ 
 

➋ 
 
 
➌ 
 
➍ 
 
 
 
 

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 

※受付中。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！ 

♡お婿さんいらっしゃい♡ 
★どなたでもお気軽にご参加ください★  

｢太極拳唯心会｣ではお仲間を募集しています｡太極
拳は､心身の健康を図り､身体全体の関節をゆるめ､ゆっ
たりとした動きで自分の体に応じた練習を行います｡ 
ぜひ一度､体験にお越しください｡料金は無料です。 

日時▶毎週土曜 10時～12時 ※お部屋の空き状況により
毎週ではない場合があります｡ 

場所▶壬生町保健福祉ｾﾝﾀｰ 2F ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室 
次回は 9月 14日･21日･28日です｡ 

問合先▶太極拳唯心会 
大根田 享 📞090-2201-3779 

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

一般の方もお気軽にご参加ください。当日参加 OKです。 

★活動発表会…分野別活動発表 

 

 
 
 

 
 

★おしゃべりサロン…おしゃべりをしながらお茶を飲みましょう！ 
共催：みぶりん利用者協議会 

 
 
 
 

 
 

パネル発表団体 

・壬生町セミナースタッフ「みち」 

・みぶほたる 

・壬生町グラウンドゴルフ協会 

・安塚中央自治会 他 

★せせらぎ学園のパンの販売もございます。 

  

 

♡磐裂根裂
い わ さ く ね さ く

神社で素敵な出会い♡パートナーを見つけちゃいましょう♡ 

参加対象者▶☆お婿さんになれる男性 
☆お婿さんを求める女性 限定 

日時▶11 月 4 日（月･祝）9:30～15:00 ※雨天決行 
開催場所▶磐裂根裂神社（栃木県下都賀郡壬生町安塚 1772） 

申込数▶男女各 10 名 概ね 30～50 歳位まで（独身者） 
参加費▶男性 3,000 円 女性 2,000 円（応募多数の場合は抽選） 
    ※昼食(BBQ)･飲料等を含みます（当日徴収） 
申込期限▶9/2㈪～10/18㈮迄 
応募方法▶氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)・年齢・性別・職業･携帯電話・〒住所 
･自己PRを必ず、ﾒｰﾙ happychance.78@gmail.comまでお願いします。 
問合せ▶080-8011-0633 
主催▶ハッピーチャンス(代表 小川) 
共催▶磐裂根裂神社 
後援▶壬生ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・壬生町(予定） 
協賛▶㈲三晶工業・きのこの北研 

ハッピーチャンス 
QR コード 

｢壬彫会」は､平成９年４月
に発足した日光彫の団体で
す。日光彫を体験することも
できますので､一度、作品の制
作現場を見学してみてはいか
がですか｡現在会員募集中で
す。一緒にあなただけのオリジ
ナル作品を作ってみませんか？ 
日時▶毎週第２･３･４木曜日 

午前 10時から 12時 
場所▶壬生町保健センター 

1F 
いきがい作業室 

 
 

会員の作品 

場所▶壬生町保健センター 1F いきがい作業室 
問合先▶壬彫会 井上貞行 ☎0282-86-4805 
 
 

団体名・個人 発表内容
六美町北部自治会及び「むつみの郷」 むつみの郷と自治会との結びつき
ハッピーチャンス 婚活事業応援団の立上げ
加藤カラオケ愛好会 名代壬生音頭で壬生町をＰＲ
チームＯＷ（オー） 国体に向けた花のまちづくり活動
壬生高等学校 ボランティア活動を通して

http://www.town-mibu.com/miburin/
mailto:happychance.78@gmail.com
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至宝八坂祭・納涼祭で大盛り上がり 
至宝八坂祭実施委員会 至宝町南・北自治会 至宝町南自主防災会 

至宝町の八坂祭が７月２０日に行われました。この

お祭りは、「至宝町南自治会（田中益位会長）」と「至

宝北自治会（菅野博行会長）」、「八坂祭実施委員会（安

生和志会長）」の共催で毎年行われています。納涼祭

は、午後６時から国谷駅西口広場で行われ約８００人

の参加者でにぎやかに行われました。自治会の人によ

る売店や子供みこし渡御、藤井かんぴょう音頭保存会

による盆踊り、お楽しみ抽選会などに大勢の人が参加

しました。また、至宝町南自主防災会（田中益位会長）

などにより会場周辺の警備も行われ、お祭りではしゃ

ぐ子どもたちの安全対策に一役買っていました。 

 防災の集い 幸町２丁目自治会防災部 

７月２０日､「幸町二丁目自治会（小泉順子会長）」は､「防災の集い」を実施しました。今回は、

幸二独自で創設した緊急時協力隊メンバーが参加、防災リーダークラスの実践訓練を目的に計画

し、３件の実践訓練を行いました。①テント張りの訓練…自治会として暫く経験してなかったテ

ント張りをメンバー全員で体験。今後も年一回は伝承を含めて実施していきたいです。②簡易タ

ンカづくりの訓練…災害時の負傷者救助のため、古毛布、大型風呂敷、作業用古ジャケットなどを

使った簡易タンカづくりと負傷者搬送の模擬訓練を実施。５人一組になり全員が訓練できました。

③三角巾の使い方訓練…参加者全員に三角巾を配り、見て覚えるだけでなく自分でやって覚える

（身に着ける）までの訓練。以上を和気あいあいに行いました。今後、幸二丁目自治会は秋には全

町をあげての炊き出し訓練の実施を計画中です。           （防災部 中野金次郎様記） 

しました。また、至宝町南自主防災会（田中益位会長）などにより会場周辺の警備も行われ、

お祭りではしゃぐ子どもたちの安全対策に一役買っていました。      （会員 玉田英二 記） 

 

使った簡易タンカづくりと負傷者搬送の模擬訓練を実

施。５人一組になり全員が訓練できました③三角巾の使

い方訓練…参加者全員に三角巾を配り、見て覚えるだけ

でなく自分でやって覚える（身に着ける）までの訓練。

以上を和気あいあいと行いました。今後、幸町二丁目自

治会は秋には全町をあげての炊き出し訓練の実施を計

画中です。        （防災部 中野金次郎様記） 

８月１８日、みぶりん体験講座「バルーンアート

教室」を開催しました。昨年度のバルーンアート講

座が好評だったため、講師は今回も“かたつむりバ

ルーン”鈴村先生にお願いしました。 

当日は、親子連れ、バルーンアートをご自身で習

得されたい方など、２５名が参加されました。 

今回の教室では、題名そのまま、飛ばして遊べる

「インディアカ」「弓矢」「剣」「ジャンプねずみ」、

それから「イヌ」「ウサギ」などを作りました。 

皆、最初は、割れそうで怖いな、といった様子で

したが、割れても失敗してもだんだんと上手になっ

ていきました。作った後は「インディアカ」を飛ば

したり「弓矢」を的に当てたりなどして、バルーン

を楽しみました。 

鈴村先生ありがとうございました。 

（取材担当 小田垣） 

バルーンアートを作って飛ばして遊ぼう!! 
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山田章さん大活躍!! 

カブトムシまつり・オオムラサキの放蝶会 

「オオムラサキの里を作る会（大島菊夫会長）」

は､７月２１日、むつみっ子の森の観察小屋にて

「カブトムシとオオムラサキの観察会」を開催しま

した。たくさんの子ども達が昆虫採集を楽しみ、 

２００名全員にカブトムシがプレゼントされました。 

７月２６日には雄琴神社にて、メリーランド保

育園の園児３０名と「オオムラサキの放蝶会」を行

いました。ネットの中へ３０頭が放され、園児達は

オオムラサキと触れ合い､「ヒラヒラしてきれい！」

「さわっちゃった！」などと嬉しそうな言葉が聞こ

え、放蝶会を楽しみました。 （取材担当 小田垣） 

オオムラサキの里を作る会 
 

オレンジカフェ福来ら 

む
つ
み
っ
子
の 

森
の
観
察
小
屋
◀ 

 

雄
琴
神
社
で
の
放
蝶
会

◀ 

７月２３日、「オレンジカフェ福来ら(竹永

政夫代表)」で、山田 章さんにマジック・腹

話術をやっていただきました。山田さんは町

内のお達者サロンなどに引く手数多で、この

日も軽妙なトークを交えて、楽しく場を和ま

せてくれました。 

オレンジカフェ福来らは、毎月第４火曜日

１０～１２時に、しもつけ荘の地域交流サロ

ンで行われていて、この日はカフェ参加者が

約１００人で、お手伝いのボランティアの方

も２０人程来られていて、明るく楽しい雰囲

気で賑っていました。   （取材担当 鈴木） 

８月４日、「城南自治会（三上文男会長）」

と「城南子供育成会（品川千恵子会長）」の共

催で、夏休み地域交流会がありました。 

ホールの中では、山田 章さんのマジックと

腹話術がありましたが、交通規則などの話や

面白い話をする山田さんに子供たちは大喜

び。充実した１時間だったと思います。 

外では、恒例の流しそうめんやかき氷・プ

ール遊びなどが行われ、暑い夏に少し涼をと

ることができたと思います。（取材担当 鈴木） 

ふっく 

城南自治会・夏休み地域交流会 

登録№ 名　称 活  動  内  容
団体279 ベリーキッズクラブ 学童保育（町内小学校の在籍児童で下校後や長期休暇中に家庭内で保護者の保育を受けられない児童の保育）

新規登録団体・個人(7/21～8/20) 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】■９月は自治会や介護施設などで「敬老の集い」が開かれます。取材で訪れる会場では、
ご高齢の方々の元気な姿がとても微笑ましく感じられます。そして、みぶりんに登録されているボラ
ンティアの方々の、演奏や踊りのステージが場を盛り上げています。これからも、ボランティアの皆
様に感謝し、依頼される皆様のご要望に応えられるよう努力して参ります。（玉田）■みぶりんでは、
できるだけ外に出掛け、町のいろんな催し、いろんな人の活動などを取材しています。みぶりんだよ
りに載っていない写真も、みぶりんの事務所には沢山あります。ぜひ見に来てください。（鈴木） 

■みぶりん講座「バルーンアートを作って飛ばして遊ぼう!!」に参加しました。作ってその場で遊べ、
子どもも私も楽しめました。みなさんも是非みぶりんの講座に参加してくださいね(^^)お待ちしてい
ます。（小田垣）■クーラーがない部屋に３０分いただけでものすごい汗でした。それだけで危険っ
てすごいですよね。犬もバテています。（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 
 

施設でコンサート  音楽グループ“にっこり”  
 

６月４日、７月９日、７月３０日に保健福祉セ

ンターにて、役員会を開催しました。 

役員会では、「第 11回みぶりん活動発表会＆お

しゃべりサロン」などについて意見交換を行いま

した。これからも利用者協議会では、みぶりんと

の連携を図っていきます。 

みぶりん利用者協議会役員会の開催報告 

お達者サロンで映写会 山本英雄様 

 ８月９日、「至宝夢サロン（渡邊英雄代表）」で、山本英雄さんによるレーザーディスク

の映写会がありました。ディスクの内容は、６０年代のニュース映像と当時の流行歌・島倉

千代子歌手生活３０周年記念歌謡ショー・細川たかし‘８４新宿コマ劇場歌謡ショーなど、

懐かしいものばかり。昔を思い出し当時の思い出話も弾みました。    （取材担当 鈴木） 

７月２７日、「デイサービス あゆむ(神永春美代表)」で、「音楽グループ にっこり(鈴木

隆正代表)」のコンサートがありました。 

最初に“にっこり”のテーマソング「この街で」の歌で部屋は一気に歌声喫茶の雰囲気にな

り、オカリナ・フルートの演奏で音楽コンサートとなりました。そのあとは、夏らしく、海の

歌、夏の歌を全員で合唱しました。利用者の方も、明るく温かいひとときを過ごせたと思いま

す。（取材担当 鈴木） 

り、オカリナ・フルートの演

奏で音楽コンサートとなり

ました。そのあとは、夏らし

く、海の歌、夏の歌を全員で
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（取材担当 鈴木） 
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の思い出話も

弾みました。     

（取材担当 鈴木） 


