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 令和２年度利用者協議会全体会議議案（概要） 

 
▶議案第 1号 令和元年度事業報告について 
 

 
 

5月 11日：みぶりん利用者協議会設立総会 
・記念コンサート 
第 1部「ギターアンサンブル・コパン」 
第２部 音楽グループ「にっこり」 

10月 6日：第 11回みぶりん活動発表会 
・「おしゃべりサロン」：協働をテーマにワークショップを実施 

12月 8日：令和元年度 若者向け社会貢献活動参加促進イベントへの 
協力 

2月 23日：第 12回みぶりん活動発表会 
・「おしゃべりサロン」：みぶりんでみんなで歌おう！ 

（次頁へ続く） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和２年度 

利用者協議会 全体会議 実施方法 
変更のお知らせ 

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） 

2020 年５月号 Vol.69 
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 〒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 

令和２年度利用者協議会全体会議を、５月１７日(日)に予定しておりましたが、役員会で協議の結果、

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、実施方法を変更して行うこととなりましたので、

ご理解賜りますよう宜しくお願いいたします。 

登録団体等の皆様には、全体会議の議案内容（概要）を５月号に掲載いたしますので、ご質問ご意見

等がございましたらお手数でも５月１５日(金)までに、みぶりんあてにメール、ファックス等でご連絡

くださるようお願いいたします。皆様から頂きましたご意見等は議案審議の際に報告させて頂きます。

また、議決については役員に一任頂きますよう重ねてお願いいたします。 

会員各位には、急遽の変更で大変ご迷惑をお掛けいたしますが、皆様の安全を確保するための措置で

すので何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。 

ギターアンサンブル・コパン 

音楽グループ「にっこり」 

 目 

次 

 2019年度３回目の黒川清掃 

（川の日を国民の祝日にしよう会） 

睦っ子児童クラブ看板完成 

（活動紹介）六美女性会 
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令和元年度実施事業 
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（１）設立総会について 
  
 平成３０年８月２５日に第１回設立準備会を開催した当利用者協議会は、令和元年５月１１日保健福祉セ
ンター会議室に登録団体・個人から約１００名の出席を頂き設立総会を開催いたしました。 
 
総会前には記念コンサートを行い、第 1部がギターアンサンブル・コパ

ン、第２部が音楽グループ「にっこり」の皆さんによる演奏と歌の素敵な
ステージをご披露して頂きました。 
 
 
来賓には小菅一弥壬生町長、楡井聰壬生町議会議長、大西良雄壬生町自

治会連合会会長、島田一良睦地区コミュニティ推進協議会会長、大久保俊
男安塚地区コミュニティ推進協議会副会長、人見賢吉壬生町民生部長など
たくさんの皆様のご臨席を頂きました。 
  

小菅町長からは「利用者協議会は、団体の良さ、個人の良さを見つけて
くれる団体である。各団体が縦糸と横糸で結ばれ、町民がまちづくりをし
ている壬生町にしたい。」との言葉があり、利用者協議会が協働のまちづ
くりの主体の一員となれるよう決意を新たに致しました。 
 
（２）活動発表会＆分野別交流会（おしゃべりサロン）について 
 
 １０月６日に開催した「第 11 回みぶりん活動発表会」では、テーマを「分野別活動発表」としました。ま
た、分野別交流会では、利用者協議会が主催となり「おしゃべりサロン」を開催いたしました。 
サロンでは、協働をテーマに小針協子氏(とちぎ協働アドバイザー)によるワークショップを実施し、参加者は、
お互いの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
深めることができました。 
  
また、令和２年２月２３日に開催した「第 12 回みぶりん活動発表会」では、テーマを前回に引き続き「分

野別活動発表」とし、利用者協議会が主催となり「おしゃべりサロン」を開催いたしました。 
サロンでは「みぶりんでみんなで歌おう！」を企画し、音楽グループ「にっこり」のご協力により行うことが
出来ました。参加された皆さんは親睦・交流が深められたことと思います。 
今後も、各分野の登録団体・個人等が連携・協力し町民や社会のニーズに対して、地域住民、町民活動団体、

学校、企業、自治体などが協働により地域課題等に取組めるよう活動して参りたいと思います。 

 

 

令和元年 6月 4日～令和２年 3月 12日 ８回開催 

 
 
令和元年 8月 20日 いちご一会とちぎ国体壬生町実行委員会設立総会・第 1回総会 
令和２年 2月 21日 第 6次総合振興計画に関する分野別懇談会 他 
  
▶議案第２号 令和元年度収支決算について 
１ 収 入                    ２ 支 出 

参 加 費   ７，８００円 交流会参加費   事 業 費  １０，２８２円  交流会関係費 
雑 収 入   ９，０００円 交流会出店料   雑   費   １，１８６円  設立総会関係費 
合  計   １６，８００円          合 計   １１，４６８円 

  
３ 差引残額 
収入決算額１６，８００円－支出決算額１１，４６８円＝５，３３２円 
（差引残額５，３３２円については、令和２年度に繰越いたします。） 
上記の通り決算いたしましたので、報告いたします。 

会 長 桑原 史朗 
会 計 玉田 英二 

 
 
令和２年３月１２日保健福祉センターにおいて、会計監査を行い関係書類・帳簿等照合致しました結果、

適正に処理されており、相違ないことを認めましたので報告いたします。 
 

令和２年５月１７日 
監 事 

 
監 事 

実施事業 

役員会議等 

町の行事等への参加 

監査報告 

設立総会での小菅町長 
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▶議案第 3号 令和 2年度事業計画（案）について 
 
 昨年は、念願の利用者協議会が設立され、協働のまちづくりの一役を担う団体へと第一歩を踏み出すこと
が出来ました。 

 
 ２年目を迎える本年は、更に登録団体・個人がお互いの活動状況について話し合い共有出来る機会を創出
致します。そのためにも、活動発表会における分野別交流会を充実させ多くの登録団体・個人の方々に参加
してもらえるような企画をいたします。 
また、社会が求めている地域課題解決を、壬生町が昨年策定しました「壬生町協働のまちづくり指針」に基
づいて推進していきます。 

 
 最後に、みぶりんの機能充実が図られるように、利用者協議会とみぶりんの 
連携を強化してまいります。 

 
１ 活動発表会・交流会：第 13回・14回活動発表会＆分野別交流会  
２ マッチングイベント：テーマに沿った登録団体・個人のマッチング事業 
３ 講 座：協働のまちづくり（仮称）講座等 
４ 会議等：全体会議及び役員会議 町の行事等への参加 

 
▶議案第４号 令和２年度収支予算（案）について 
１ 収 入                 ２ 支 出 

参加費  ３６,０００円  交流会参加費    事業費  ３９,０００円  交流会費、講師謝金ほか 
雑収入    ５,０００円 講座参加費     雑  費    １,０００円  消耗品ほか 
合  計  ４１,０００円           予備費    １,０００円  

         合 計  ４１,０００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１９年度３回目の黒川清掃 

活動報告
 

川の日を国民の祝日にしよう会 

 

れていたので、東雲橋上流を重点的に行った結果、沢山の「空き缶・ペットボトル・鉄
屑・レジ袋」等を回収できました。 
河川敷の清掃活動も今年で４年目に入り、昨年３月には認定団体の看板も河川敷に建

てられ、少しずつ会以外の方にも活動が認知されてきました。 
栃木ケーブルテレビの取材も受け､｢YOU顔マルシェ｣で放映されました。 

      （理事 荻原二三雄様 記） 

３月２２日、「川の日を国民の祝日にしよう会
（桑原史朗会長）」が“東雲の桜”でとちぎの景勝
１００選に指定されている東雲公園河川敷の清掃
活動を行いました。 
当会は平成２９年５月に栃木県のボランティア

サポートプログラム事業「愛リバーとちぎ」の実施
団体として認定を受けております。 
今回は、昨年１０月の台風１９号で黒川河川敷

も被害を受け東雲橋より下流域は河川工事が行わ
れていたので、東雲橋上流を重点的に行った結果、
沢山の「空き缶・ペットボトル・鉄屑・レジ袋」等
を回収できました。 
河川敷の清掃活動も今年で４年目に入り、昨年

３月には認定団体の看板も河川敷に建てられ、少
しずつ会以外の方にも活動が認知されてきまし
た。 
栃木ケーブルテレビの取材も受け、「YOU顔マル

シェ」で放映されました。（理事 荻原二三雄様 記） 

睦小学校の学童保育「睦っ子

児童クラブ」の看板が完成し、

新建屋に取り付けました。 

（看板製作：落合英行様） 

「睦っ子児童クラブ」看板完成  

 

 

おしゃべりサロンでの 
ワークショップ 
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☆「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 

【編集後記】■利用者協議会の全体会議も皆さんとお会いできるのが楽しみでしたが叶わないこととなり

ました。週末は普段なら高校野球の試合でグラウンドにいる時が多いのですが・・早く元気な選手の姿を

見たいと思っています。（玉田）■先日、「鈴木さん、いつもお世話になっております」と大先輩にお辞

儀をされ、恐縮すると共に、記憶をたどりやっと思い出した自分を恥じましたが、いくつもボランティア

をされている方は記憶もしっかりされているなと改めて感じました。（鈴木）■再放送のドラマが面白い

です。私のお気に入りは「素敵な選 TAXI」。おうち時間で楽しみを見つけています｡（小田垣） 

壬生町町民活動支援センター 
みぶりん      地図▶ 

壬生町保健福祉センター内､１階西側です｡ 

｢みぶりんだより４月号」４ページでお知らせ

しました、「サツマイモ植付・収穫体験」と

「てづくり味噌教室」は、新型コロナウイル

ス感染症予防の為、中止となりました。 

●登録更新のお知らせ 

令和２年３月３１日で登録証の期限が過ぎた団体･個人の皆様に、今回、令和２年４月１日から

二年間(有効期限二年）の登録証を郵送させていただきますので、引き続き「みぶりん」をご利用

下さい。なお、「みぶりん〈登録団体・個人〉活動状況調査用紙」を同封しますので、ご記入の上

ご提出をお願いします。 

六美町３自治会での行事の手伝いや参加をし
ている団体です。主な活動は以下の通りです。（す
べてボランティアで行っています） 
■夏祭りのみこしや会場の飾り付け、盆踊りへの
参加 

■文化祭の作品作り 
■敬老会の準備、昼食作り、接待など 
■子供餅つき大会の準備、接待など 
■公民館の清掃、近隣のゴミ拾いなど 
・行事･手伝い後は反省会を兼ねて慰労会を催し

ております。（会員の楽しみの一つです。） 
※このような行事を後世に残す取り組みとして
行うと共に、育成会の母親との交流と話し合いな
どもしています。（代表 神崎芳江様 記） 

活動紹介 

六美女性会 

・行事･手伝い後は反省会を兼ねて慰労会を催しております｡（会員の楽しみの一つです｡） 

※このような行事を後世に残す取り組みとして行うと共に、育成会の母親との交流と話
し合いなどもしています。               （代表 神崎芳江様 記） 

登録№ 名　称 活  動  内  容

団体293 城東町自治会 まちづくりの推進、環境保全、地域安全、その他の自治会活動。

団体294 磐裂根裂神社総代会 お祭りを通じ、自治会の皆様と親睦を図っています。
団体295 壬生町ソフトボール協会 年数回、大会を実施（年代別大会）。各団体、企業チームの参加も募っています。

団体296 舟町自治会 まちづくりの推進、環境保全、地域安全、その他の自治会活動。
団体297 六美女性会 自治会行事の手伝いや参加をしています。

新規登録団体・個人(3/21～4/20) みぶりんでは、団体･個人の登録を随時受け付けています。


