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みんなのハウスでごはんを食べよう会 

日 時▶毎週金曜日 17時～19時（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ） 

参加費▶こども 300円 
おとな 500円 

第１金曜日 からあげの会 
第２金曜日 てんぷらの会 
第３金曜日 カレーの会 

第４金曜日 みんなの食堂(高校生以下無料) 
 
自由にどうぞ「せるふだわ★のぞみ」 

お友達とおしゃべり、仕事に、読書に。 

みんなのハウス１００円で開放しています。
大人も子どもも利用できます。 

問合せ先▼（奥山） 

壬生町壬生丁１４５-１０ のぞみホーム 
TEL０２８２－８２－７２０４ みんなのハウス 

 

〒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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第１１回 みぶりん活動発表会開催 

みぶりん講座「寄せ植え教室」 

お達者サロンで朗読（朗読ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱひばり･堀場様） 

お達者サロンでオカリナ演奏会（芹澤様･白鳥様） 

高齢者交通安全のつどい（壬生町交通安全協会女性部） 

～敬老の日おめでとうございます～ 

・車塚自治会・みぶ例幣使・上通町自治会 

・安塚コミュニティ推進協議会・六美会館 
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川の「いきもの」を探そう!! 
日時▶11 月 17 日(日)10:00～12:00 
集合場所▶ふれあい交流館前(東雲公園内） 
参加対象者▶小学生までの親子(家族も可） 

参加定員▶１０組程度（３０名まで） 

１．自然の仕組みを知ろう！ 

２．川のなかの｢いきものたち｣を知ろう！ 

３．川の「いきもの」を探そう!! 

４．きのこの収穫体験もあるよ!! 

川の浅瀬に入る為､長ぐつ､タオル､着替え等をご持参ください。 

申込先▶みぶりんにて受付中です。来所又は電話に
て｡定員になり次第締切ます。 

問合せ▶川の日を国民の祝日にしよう会 
    担当／中里年昭 080-5864-7669 
主催▶川の日を国民の祝日にしよう会 
後援▶壬生町 協力▶株式会社 北研  

みずべの寺子屋 in しののめ 参加者大募集!! 

参加費 
無料 

 壬生の伝説を語る～街道の歴史とともに～ 
 

 

日時▶１１月１６日（土） 

午後１時半より 

場所▶壬生町保健福祉センター 1階 大会議室 

講演▶齊藤 千秋氏 

（壬生町立歴史民俗資料館学芸員） 

伝説語り▶壬生民話ふくべの会 

演目▶親抱きの松・縄解地蔵・尼恋塚・猫塚 

問合せ▶壬生民話ふくべの会 

飯村英子 ☎82-7959 

主催▶壬生町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 

壬生民話ふくべの会 

後援▶壬生町教育委員会・壬生町社会福祉協議会 

申込不要・入場無料 
 

お知らせ
  

開催日時▶１１月２８日㈭ 9:30～（雨天決行）  

場所▶安塚駅前広場 
参加費▶１,０００円 
定員▶１０人 
申込締切▶ １１月２０日㈬ 
申込・問合せ▶📞０９０-９３６２-５８５４ 

（安塚駅前広場花愛好会･事務局） 
持ち物▶ご家庭にある空の鉢･ミニスコップ､手袋 
    鉢の例…(丸 形)直径３０㎝ 
        (横長型)２０×３０㎝ 
★花･土･肥料はこちらで用意します。 
★秋から冬の花を植えます。 
 ミニシクラメンを中心に５～６種類の予定です。 
 クリスマスからお正月まで楽しめます。 
★花のなんでも相談もあります！ 

秋 花の寄せ植え会 

寄せ植えをいっしょに楽しみませんか! 

内 

容 

☆「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 

 

 

 

 
みんな 
来てね! 

だれでも 
OK! 
 
 

 心に栄養を! 

http://www.town-mibu.com/miburin/
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第１１回  みぶりん活動発表会開催  

みぶりん第１１回活動発表会は、約９０名の参加者を迎え１０月６日、保健福祉センターで開催

されました。 

今回の活動発表会は、「分野別活動発表」をテーマに行われました。「自治会・高齢者福祉」か

らは、六美町北部自治会・むつみの郷が自治会と連携したお達者サロン「むつみの郷」の運営・活

動状況、「まちづくりの振興」からは、ハッピーチャンスが「婚活イベント」、「文化の振興」か

らは、加藤カラオケ愛好会が「名代壬生音頭」の普及活動、「花によるまちづくり」からは、チー

ムＯＷ（オー）が「おもちゃのまち駅西口ロータリーの花壇整備」、また壬生高等学校生徒会から

は、「ボランティア活動」の発表が行われました。参加者は、発表者の社会貢献活動を通した地域

の方との交流などに感心を寄せていました。 

「おしゃべりサロン」では、とちぎ協働アドバイザーの小針協子氏によりワークショップを行い

ました。参加者は、自己紹介やそれぞれが持っている資源（コト、ヒト、モノ）や所属団体の強み

弱みなどを出し合い交流を深めました。 

活動内容のパネル展示では、壬生町セミナースタッフ「みち」、みぶほたる（困窮者支援）、壬

生町グラウンドゴルフ協会、安塚中央自治会の皆様に紹介して頂きました。パネルを見て活動内容

に感心している様子でした。                         （玉田） 

みぶりん講座「お花の寄せ植え教室」開催しました！ 
 

多彩な活動発表と「おしゃべりサロン」で交流を深める 

六美地区北部自治会及びむつみの郷 

加藤カラオケ愛好会 壬生高等学校 

ハッピーチャンス 

の方との交流などに感心を寄せていました｡ 

「おしゃべりサロン」では、とちぎ協働アドバ

イザーの小針協子氏によりワークショップを行

いました。参加者は、自己紹介やそれぞれが持っ
ている資源（コト、ヒト、モノ）や所属団体の強

み弱みなどを出し合い交流を深めました。 

活動内容のパネル展示では、壬生町セミナース

タッフ「みち」、みぶほたる（困窮者支援）、壬

生町グラウンドゴルフ協会、安塚中央自治会の皆様

に紹介して頂きました。パネルを見て活動内容に
感心している様子でした。     （玉田） 

 

▼「おしゃべりサロン」の様子 

★発表５団体 

チームＯＷ(オー) 

前日に巨大台風１９号が日本列島を襲撃、私達の栃木県も大き

な被害を受けました。そんな状況の中、ちょっと重たい気持ちを

抱えて参加した１０月１３日の寄せ植え講座。気持ちをぱっと明

るくしてくれたのは、テーブルの上に並ぶ色とりどりの季節の

花々でした。講師の徳原先生から丁寧な説明を受け、約１時間後

には各自の寄せ植えが出来上がりました。周りを見回すと、ほぼ

同じような花を使って作った寄せ植えですが、それぞれ違う個性

的なものが出来上がっていて、皆満足そうに自分の作品を眺めて

いました。「季節が変わったら、また違うものをつくりたいな。」

そんな声もちらほら聞こえていました。（参加者 林美智代様記） 
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９月２６日、六美町北部自治会お達者サロン「むつみの

郷」にて、「壬生町朗読ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟひばり」の堀場愛

子さんが参加者を楽しませてくれました。 

絵本より「だるまさんが」､｢はじめてのおつかい」を読

んでくださり、朗読は「野菊の墓」、栃木市生まれの柴田

トヨさんの「くじけないで」を読まれました。そのあいだ

も手遊びを入れて和ませてくださり、最後には「赤とん

ぼ」など３曲を、堀場さんの伴奏で皆で歌いました。 

子どもの頃・お母さんになった頃・高齢者の話の絵本と

朗読、秋の歌、という内容に、参加者、そして取材をした

私の心に深く響きました。     （取材担当 小田垣） 

落合地区お達者サロンクラブにてオカリナ演奏会 芹澤様・白鳥様 

 ９月２６日、落合地区お達者サロンクラブにて、壬生オ

カリナクラブに所属されている芹澤様・白鳥様によるオカ

リナの演奏が行われました。 

演奏と、皆で歌う伴奏を交互にしながら、秋を意識した

曲選びや年代についての小話も交えつつ、柔らかな和音で

心安らぐ時間を過ごしました。 

また、演奏終了後には演奏で使われたオカリナや楽譜など

について解説いただき、オカリナの素材や大きさに依る音の

違いなどについての解説をいただきました。（取材担当 坂本） 

高齢者交通安全のつどい 壬生町交通安全協会女性部 

 ９月２７日、「壬生町
交通安全協会女性部
(高山祐子代表)」によ
る「高齢者交通安全の

つどい」が町保健福祉
センターで行われまし
た。 
 当日は、栃木警察署
交通総務課 柿本課長
から高齢者が気を付け
るポイントなどについ
ての講話があり、その
あと「栃木県シルバー
大学校南校慰問グルー
プ  ザ･ボランティア
(山本英雄代表)」の笑

劇場や、交通安全協会
女性部や参加者の方に
よるカラオケショーな
ども行われ、楽しいひ
とときを過ごしまし
た。（取材担当 鈴木） 

活動報告
 

お達者サロンで朗読  壬生町朗読ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟひばり･堀場様 

ほりば 

るポイントなどについての講話があり、そのあと「栃木県シルバー大学校南校慰問グループ 
ザ･ボランティア(山本英雄代表)」の笑劇場や、交通安全協会女性部や参加者の方によるカラ
オケショーなども行われ、楽しいひとときを過ごしました。 

（取材担当 鈴木） 

登録№ 名　称 活  動  内  容
団体283 壬生謡仕舞愛好会 壬生町文化協会に属し、能楽の一分野の謡（うたい）と仕舞（しまい）の稽古を月２回行っています。

団体284 壬生町文化協会美術部 壬生町文化協会に属し、主に透明水彩画の活動をしています。

個人53 非公開 非公開

新規登録団体・個人(9/21～10/20) 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】■第１１回活動発表会は、初めて利用者協議会の役員の方々と企画から一緒に作り上げました。「おしゃ

べりサロン」も和やかな雰囲気で行われ、参加者の皆様そして役員の方々に感謝申し上げます。その中で壬生高校生の

発表は、新鮮で多くの方々に共感を得ていました。これからも魅力あるみぶりんを目指しますので、ご支援の程宜しく

お願いいたします｡（玉田）■台風１９号の被害にあわれた方、お見舞い申し上げます。昨今の異常気象は地球温暖化

によるものと言われています。温暖化対策は全世界が取り組むべき重要課題だと思います｡（鈴木）■二男の小学校の

運動会と、姪の幼稚園の運動会に行きました。子どもたちは皆元気いっぱい！私たち大人も､負けないくらい元気に毎

日を過ごしたいですね。（小田垣）■先日の台風による被害に遭われた方々には心からお見舞い申しあげると共に、復

興に尽力されている皆様には安全に留意されご活躍されることをお祈りいたします。（坂本） 

敬老の日  おめでとうございます 

車塚自治会 9/14 小規模特別養護 
老人ホーム 

9/15 

上通町自治会 9/16 安塚地区コミュニティ推進協議会
（音楽グループ・にっこり） 

 

9/27 

六美会館 10/5 

 ９月２７日､安塚小学校区７自治会より８４名の

参加を頂き､長寿のお祝いをしました。地元の安塚

幼稚園児の歌と演奏、皆様の中へ園児が寄り添って

のお遊びは笑顔であふれました。次にウクレレ愛好

会レアレア様の演奏に合わせ歌い楽しみました。そ

の後食事､カラオケ､談笑等いたしました｡いつまで

もお健やかに楽しい毎日を過ごしてくださいね｡ 

（会長 稲毛田美紀夫様記） 

 

 ９月１５日、小規模特別養護老人ホーム「みぶ例
幣使」で、利用者の家族も呼んで敬老祝賀会が行わ
れました。 
 音楽グループ「にっこり」の演奏と、それに合わ
せた全員の歌で。会場は大いに盛り上がり、みんな
が元気になりました。 

ことぶき福祉まつり 
 

沼子愛美さん 山田 章さん 

９月１４日、車塚自治会(粕尾健吉会長)で敬老
祝賀会が行われました。 
 ラジオ体操、町こども未来課で保健師の沼子愛
美さんの健康講話、山田章さんの漫談を交えたマ
ジック、腹話術などがあり、和やかな雰囲気の中、
有意義な話も聞け、一同満足された様子でした。 
              （取材担当 鈴木） 

音楽グループ にっこり 

音楽グルー
プ「にっこり」
の演奏と、それ
に合わせた全
員の歌で、会場
は大いに盛り
上がり、みんな
が元気になり
ました。 

「みぶ例幣使」 

 

１０月５日、六美会館で、
六美中央自治会(高橋充男会
長)･六美北部自治会(大西良
雄会長)合同で「六美町敬老
の集い」が行われました。 
当日は、「栃木県シルバー

大学校南校慰問グループ 
ザ･ボランティア(山本英雄
代表)」による歌謡ショーと、
「共楽マジッククラブ(村上
和郎代表)」によるマジック
ショーが行われ、会場は大賑
わいでした。 （取材担当 鈴
木） 

ザ･ボランティア 共楽マジッククラブ 

代表)」による歌謡ショーと、「共楽マジッククラブ(村上和郎代表)」によるマジックショーが行われ、会
場は大賑わいでした。                            （取材担当 鈴木） 

熊倉常雄さん ギターアンサンブル コパン 

上通町自治会(白久久雄会長)では、９月１６日に

敬老会がありました。こちらでは、熊倉常雄さんの

ハーモニカと「ギターアンサンブルコパン(斎山雅代

表)」の演奏があり、それを伴奏に全員大声で歌いま

した。佐藤澄江さんの健康講話もあり、全員が聞き

入っていました。 

ウクレレ愛好会レアレア 


