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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１２回みぶりん活動発表会開催 
大合唱とダンス（北小林お達者ファミリー） 
親子で味噌づくり（六美南部育成会・夢くらぶむつみ） 
（活動紹介）太極拳唯心会 
お知らせ欄 

 

➋ 
➌ 
 
 
➍ 

 〒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 

「壬力ＵＰボランティア活動支援事業補助金」募集案内 
～「壬力ＵＰボランティア活動支援事業」で皆様の活動を支援します～ 

平成２９年度からスタートしました「壬力ＵＰボランティア活動支援事業」を、令和２年度も実施
する予定です。皆さんが実施する事業の支援をすることで、より効果的なまちづくりの推進につなげ
ると共に、各団体の活動の活性化を目指します。詳しい応募要件は下記のとおりです。 

【応募資格】「みぶりん」に登録している団体 

  ただし､登録していても下記要件に該当する団体等は応募できません。 

➀自治会や自治会内で組織された団体（育成会、自主防災会等） 

②会則や規約を有していない団体 

③町から既に補助金等の支援を受けている団体 

④会員が５名以下の団体（個人登録の方は応募できません） 

【助成額】限度額１０万円（一団体・年額） 

【該当事業】登録団体が町内において主体的に実施する事業で下記に該当する事業 

◇地域課題の発見・解決を目的とする事業 

◇町が取組む施策･事業を協働により取組むことで､さらに効果を高めることが期待できる事業 

◇本町の魅力をＰＲするとともに、新たな魅力の発見・発掘に関する事業 

【募集期間】令和２年４月１日（水）～４月１７日（金） 

【問合先】◆生活環境課まちづくり推進係 ☎0282-81-1888 

詳しい資料は 
みぶりんに置いています。 

また、みぶりんの 
ホームページも 
ご覧ください。 

利用者協議会 全体会議のご案内 

利用者協議会全体会議を､下記のとおり開催いたします。 

日時▶５月１７日（日） 午前１０時～  場所▶保健福祉センター １Ｆ 会議室 

（１）総会 

議案第１号 令和元年度事業報告について 

議案第２号 令和元年度収支決算について 

【監査報告】 

議案第３号 令和２年度事業計画(案)について 

議案第４号 令和２年度収支予算(案)について 

（２）アトラクション等 

① 共楽マジッククラブ 

② その他 

※全体会議のご案内はみぶりんだより及びみぶりん HP で行い、個々にはご案内いたしませんの

でご了承ください。なお、全体会議に参加を希望される団体・個人の方々は、お手数でも電話又は

メール、ファックス等で４月３０日（木）までにみぶりんまで連絡願います。また、全体会議の結果報告

は６月号みぶりんだよりに掲載いたします。 

町民活動支援センターみぶりん  

 

イベント･講座のお知らせ、自団体の活動紹介、
活動報告、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団体・個人の方は、
ぜひお寄せ下さい。 
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第１２回みぶりん活動発表会を開催しました 
「協働のまちづくりに取り組む活動を発表！」 

壬生町町民活動支援センター「みぶりん」第１２回活動発表会が、２月２３日保健福祉セン

ターに約１１０名の参加者を迎えて開催されました。企画運営には、今回もみぶりん利用者協

議会（桑原史朗会長）の役員の方々にご協力を頂きました。 

発表会のテーマを前回に引き続き「分野別活動発表」として開催いたしました。「福祉の増

進の分野」からは、栃木県ｼﾙﾊﾞｰ大学校南校慰問グループザ・ボランティアの藤平芳弘様と山

本英雄様に、お達者サロンや介護施設等での「健康体操・映写会」の活動発表を行って頂きま

した。特に、公演回数が２６２回を数える精力的な活動に皆さん驚かれた様子でした。「子供

の健全育成・社会教育の促進の分野」からは、みぶほたるの代表渡辺みゆき様に「困窮者支援

活動」について発表を行って頂きました。貧困に関する現状と活動のきっかけを説明され皆さ

んとても感心していました。同じく「子供の健全育成の分野」からは、おもちゃ保存会 Tyamo

屋（チャモヤ）の森長隆人様に「オモチャを通しての青少年活動 」について発表して頂きま

した。会場に貴重なブリキの機関車をお持ちいただき実際に動かして見せて頂きました。ま

た、放課後子ども教室での活動状況も報告して頂きました。「まちづくりの推進の分野」から

は、日産労連エルダークラブ壬生地区の佐藤義勝様に、「親睦と健康づくり」について発表し

て頂きました。特に社会貢献活動としての清掃活動や会員の見守り活動など組織を活かした

お話でした、また、「自治会・コミュニティ・自主防災会の分野」からは、北小林自主防災会
ＹＫＣ会（ヤクシカイ）会長の山井勲様に「地域の防災」について発表をして頂きました。災

害訓練の映像では、家屋倒壊時の救出の仕方を分かりやすく説明して頂きました。また、簡易

テントの作り方などもあり他の自主防災会でも参考となる発表が行われました。 

パネル出展では、「黒川ハクチョウの里」有志の会から、会の紹介や活動内容の説明を頂き

ました。また、「小中学校への協働活動 」「お達者サロン、介護施設への協働活動」の展示

も行われました。 

「おしゃべりサロン」では、音楽グループ「にっこり」による「みんなで歌おう！」コーナ

ーがあり、青い山脈、この広い野原いっぱい、北国の春、川の流れのように、この街でを参加

者全員で歌い交流を深めることが出来ました。 

今回もせせらぎ学園のご協力によりパンの販売も行い、参加者の皆様に帰りがけにお買い

求め頂きました。（玉田） 

ザ・ボランティア 
山本様・藤平様 

 

壬生町の貧困問題を考える会 
みぶほたる 

 

おもちゃ保存会 
Ｔｙａｍｏ屋 

 

日産労連エルダークラブ 
壬生地区 

 

ＹＫＣ会 

会場のようす 
 

◀<おしゃべりサロン>みぶりんでみんなで歌おう 
音楽グループ「にっこり」 

「黒川ハクチョウの里」有志の会 
パネル展示 
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活動報告
 

２月２０日、北小林お達者ファミリーは、ゲストが二組、来て下さいました。はじめ
に簡単な健康体操、ゲームを行ってから、お楽しみのゲストです。 
まず一組目は、みぶりんセンター長によるリード・伴奏（ギターとハーモニカ）で、

みんなで大合唱！楽しく歌いました。二組目は、美人ダンシングチームの三名が、ダン
スの指導をしてくれました。二組のゲストにサロンのみんなは大喜び。この日は歌にダ
ンスに、大いに盛り上がりました。             （代表 大垣孝様 記） 

大合唱とダンス!  北小林お達者ファミリー 

親子で楽しく味噌づくり 六美南部育成会・夢くらぶむつみ 

太極拳は、中国の長い歴史の中から培われてきた武術の中の一つです。 

簡化太極拳（二十四式太極拳）は、制定拳として、１９５６年に中国の国家体育委員
会が発表され二十四の動作から構成されています。 
《太極拳唯心会のねらい》 
１ 体を整える…身･心･呼吸を調える。 
２ 体の隅々まで動かす…体を回す･延ばす･開崩する。 
３ 気持ちを静める…心と呼吸を落ち着かせる。 
４ 太極拳の練習…太極拳の型を１つずつ勉強。 
太極拳唯心会は、太極拳の練習を通して 1日穏やかな気 

持ちで過ごせるよう勉強しています。  （大根田享様 記） 

２月９日、六美南部育成会とＮＰＯ夢くらぶむつみで、今年１０回目となる“親子で手
作り味噌づくり”を開催しました。 
当日は、親子で参加した１２名と夢くらぶむつみの会員７名で、前日から準備した煮豆

と塩糀を「のし餅用」のビニール袋に入れ良く混ぜてからつぶす作業を行いました。 
この味噌は大豆１に対し塩糀１の割合で、関東味噌と言われ伝統的な関東独特の味噌

です。関西は縄文時代が長く稲作が早く発達しましたが、関東は稲作が遅れたこともあり
大豆の比率が多いことが特徴です。 
味噌づくり終了後、昨年作った味噌で味噌汁を作り、子どもたちは何倍もお替りをして

食しました。 
（夢くらぶむつみ 佐々木剛様 記） 

と塩糀を「のし餅用」のビニール袋に入れ良く混ぜて
からつぶす作業を行いました。 
この味噌は大豆１に対し塩糀１の割合で、関東味噌

と言われ伝統的な関東独特の味噌です。関西は縄文時
代が長く稲作が早く発達しましたが、関東は稲作が遅
れたこともあり大豆の比率が多いことが特徴です。 
味噌づくり終了後、昨年作った味噌で味噌汁を作

り、子どもたちは何杯もお替りをして食しました。 
（夢くらぶむつみ 佐々木剛様 記） 

活動紹介 

太極拳唯心会 

登録№ 名　称 活  動  内  容

団体290 ありんこ会 ありんこ保育園の保護者同士で謝恩会､その他の打合せをしています。

団体291 西高野すみれ会 お達者サロン活動を定期的に行っています。
団体292 幸町二丁目自主防災組織 自主的な防災活動、防災訓練、教育、啓蒙、防災用機器材の備蓄管理等を行っています。

新規登録団体・個人(2/21～3/20) 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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大名鳥居家ゆかりの「赤御堂茶」を摘もう!! 

 

 

 

 

 

 

  

日時▶５月１４日㈭・１５日㈮・１６日㈯ 

９：３０～１５：００ 

※3日間、参加できる方を優先します。 

募集人数▶7組・個人 

会場▶壬生町ふれあい女性センター 

（壬生町羽生田 1350-1） 

参加費▶6,000円(昼食付)当日徴収。 

★味噌 10キロ 

(1年後に熟成し食べられます!） 

持物等▶エプロン･頭おおい･腕カバー 

申込期限▶４月２３日㈭ 

申込先▶事務局 📞080-1006-9236 

主催▶みぶまち地域活性化 21 

後援▶壬生町 

 

 

☆「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 

令和元年度第８回の利用者協議会

役員会議が、３月１２日保健福祉セ

ンターボランティア室に１４名が出

席して行われました。５月に開催さ

れる全体会議と第１３回活動発表会

を主に話し合いました。 

利用者協議会の活動 

サツマイモ植付･収穫体験 
日時▶５月 24日(日)9：30～ 植え付け体験 

11月 1日(日)9：30～ 収穫体験 
募集人数▶30組・個人 参加費▶1,000円／組･個人 
★サツマイモの苗３本（収穫はサツマイモ約 10本程度） 
農場▶恵川地区処理施設(壬生町大字福和田 72 番地)西側 
服装等▶作業ができる服装､帽子､軍手､長靴､タオル､飲み物等。 
申込期限▶４/３０㈭  みぶまち地域活性化 21 

事務局 📞080-1006-9236 
主催▶みぶまち地域活性化２１  
後援▶壬生町･壬生町教育委員会 

▶
サ
ツ
マ
イ
モ
会
場 

お知らせ 

★農業体験★ 

※雨天 5/31(日)9:30～ 

※雨天 11/8(日)14:00～ 

参加者募集！  

てづくり味噌教室 

野菜を作る楽しみ､育てる楽しみ､収穫する楽しみを味わおう！ 

日時▶5月 2日（土） 9:00～11:00 

会場▶川俣邸前茶畑  駐車場▶嘉陽が丘ふれあい広場（上稲葉 1056-8） 

内容▶茶摘み、赤御堂の話、きのこ汁 

募集定員▶先着 30人（申込受付順） 

服装▶歩きやすく汚れてもよい軽装。 

申込先▶壬生町町民活動支援センター みぶりん☎0282-21-8731 FAX0282-21-8732 

申込方法▶電話､FAX､または来所にて申し込みください。受付中。 

問合せ▶鈴木良男まで 📞090-4126-8175 

協力団体▶壬生町歴史民俗資料館･嘉陽が丘里山の会･㈱北研･㈱ｻﾝﾗｲｽﾞｼｮｰﾄｽﾃｲみぶの杜 

主催▶栃木県茶手揉み保存会 

参加費 
無料 

「全国藩校サミット」でお披露目 

 

【編集後記】■世界的に危機を迎えた新型コロナウイルス。まさに持続可能な社会づくりの必要性を
感じました。人と出会うことの喜びを改めて感じています。皆様のボランティア活動が再開され町民
の皆様の笑顔が見られることを楽しみにしています。（玉田）■みぶりんも 3 月で設立後丸六年にな
りました。来て頂く方に喜ばれる「みぶりん」であるためにどうしたら良いか、これからも自問自答
と他問他答(?)をして改善していければと思います。（鈴木）■家の花壇のチューリップが咲き始めま
した。春ですね(^-^)（小田垣）■３月いっぱいでみぶりんを退職することになりました。３年半の
間、多くの人と関わり、たくさんのことを学ばせていただきました。お世話になったみなさまのご
活躍とご健康を心よりお祈りしています。本当にありがとうございました。（坂本） 


