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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

だより

〒321-0214 壬生町大字壬生甲 3843-1(保健福祉ｾﾝﾀｰ内)

TEL 0282-21-8731 FAX 0282-21-8732
Ｅ-mail: miburin@bz04.plala.or.jp
http://www.town-mibu.com/miburin/

おしらせ

夏休みカフェ

至宝
1-3-34

in NPO 会場
（国谷駅前通り）

7/25（月）～29（金）
午前 9 時～11 時
●予約受付

7/20 までにお電話で。

※状況により変更もあります。

開催日 曜日 9時～10時
10時～11時
7/25 月
クレープ作り
火
アイシングクッキー作り
7/26
夏休みの
7/27 水 宿題を
バスボム作り
やろう！
7/28 木
スイカ割り
お好み焼き
7/29 金

至宝
3-8-10
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in カフェリコ会場
8／4（木） 10 時～12 時
通常・夏休み宿題デー

ここです

8／5（金） 10 時～12 時
夏休み宿題デー
★8／6（土） 夕涼み会

※検温・消毒・マスク必須

PM4：30～7：30 頃迄

※雨天の場合 8/7（日）

●予約優先（先着３０名位）お電話でのご予約。
●予約先（新井）電話 090-3244-3998 ※年齢制限無
おじいちゃん､おばあちゃんも OK!
●ボランティア（お子さんのお手伝いも OK）

★焼きそば ★かき氷 ★フランクフルト ★わたあめ
★ヨーヨー釣り ★花火 ★輪投げ
・コロナの状況により中止の場合あり。・出来るだけ家族
一緒のテーブルで。・お持ち帰りも OK!!

相談員▶壬生町主任児童委員・家庭教育指導員等
主催▶特定非営利活動法人みぶまち地域活性化 21
後援▶壬生町・壬生町教育委員会・壬生町社会福祉協議会 協力▶至宝町南自治会
問合せ先▶事務局 玉田📞080-1006-9236
赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン 居場所を失った人への緊急活動応援助成金により作成したものです

令和 4 年度 生涯学習セミナー“人生 100 年 壬生で学び生きる”

青年僧侶の話

講師▶市村直哉氏

日時▶7 月 30 日(土)13：30～15：30 場所▶生涯学習館 講堂
参加費▶１００円（お茶代として）※当日はマスク着用必須
市村直哉氏プロフィール… 栃木市東光寺（真言宗）副住職・43 歳・
二児の父・H１グランプリの発案者 ※H１グランプリ…僧侶が法話を
披露し合い「もう一度会いたいお坊さん」ナンバーワンを決める大会

主催▶壬生町セミナースタッフ「みち」・壬生町教育委員会委託事業
問合せ▶福田 ☎0282-86-0153 間中 ☎0282-86-1783

目
次

➋ (お達者サロンレポート)
①城南お達者サロン ②安塚お達者サロン ③緑１・２お達者サロン
➌ ④駅東サロンあやめ
・河川敷の清掃活動（壬生町の環境保全とプラごみゼロの会・川の日を国民の祝日にしよう会）
・スポＧＯＭI 大会 in 栃木 壬生大会に参加して
（壬生ホタル愛好会）
・総会報告
（川の日を国民の祝日にしよう会）
（壬生民話ふくべの会）
➍ ・民話を語ってみませんか
・「防火貯水槽」周辺の清掃活動について
（城内自治会自主防災会）
・大きなサツマイモになれ！（至宝町南自治会・子ども会育成会・ＮＰＯ法人みぶまち地域活性化２１）
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活動報告

尺八の演奏で懐かしい曲を歌おう
城南お達者サロン
５月２７日、「城南お達者サロン(冨
居秀雄代表)」は、「吹竹会」１３名を
迎え（株）水井厚生館で尺八演奏会(尺
八の集い)を開催しました。
尺八のかすれた迫力のある音色や、
爽快に突き抜ける音色にのせて、懐か
しい１２曲を歌いました。会場には参
加者の声が響き渡り、楽しいひと時を
過ごしました。 （みぶりん記）

３つの B で楽しく健康になろう
安塚お達者サロン
５月２７日、「安塚お達者サロン（薮田宏代表）」が、３Ｂ体操の講師、大里悦子
先生を迎え開催されました。
３Ｂ体操はボール、ベル、ベルターの３
３Ｂ体操はボール、ベル、ベルターの３つの用具を使用した、年齢性別を問わず誰で
つの用具を使用した、年齢性別を問わず
も無理なく楽しめる健康体操です。
誰でも無理なく楽しめる健康体操です。
参加者は音楽に合わせてリズミカルに体を動かし、リフレッシュしていました。
参加者は音楽に合わせてリズミカルに体
その他にストレッチやよさこいで最後まで楽しく笑顔であふれた時間となりました。
を動かし、リフレッシュしていました。
（みぶりん記）
その他にストレッチやよさこいで最後ま
で楽しく笑顔であふれた時間となりまし
た。
（みぶりん記）

青空のもと元気いっぱいです
緑 1・2 お達者サロン
６月１日、「緑１・２お達者サロン(笠井美恵子
代表)」は、青空のもと、おもちゃのまち幼児公園
でゲーム大会を行いました。
最初にラジオ体操で体をほぐし、壬生町民の歌
を合唱しました。ゲームは輪投げとビンゴ、また
グラウンドゴルフではホールインワンも飛び出
し、歓声を上げて大いに盛り上がりました。
新緑の中で体を動かす喜びと、爽やかな初夏の
風を感じながら楽しいひと時を過ごしました。
（みぶりん記）

みぶりんをご利用の際は､感染症予防対策をお願いします。
◇日頃の健康管理（検温の実施）◇手洗いの徹底や手指消毒◇マスクの着用
※現在、会議室等（みぶりんミーティングルーム含む）及び PC の貸出を停止しています。
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活動報告

割り箸で素敵な「額」ができました❣
駅東サロンあやめ
６月３日、２年ぶりに「駅東サロンあやめ(的場恵子代
表)」が、駅東公民館で割り箸額作りを開催しました。
割りばし１４膳を接着剤で固定し積み上げていき、正方
形の格子のような額を作製します。
組み方を間違えたりして、こんなに難しいとは思ってい
なかったと四苦八苦しながら、額に和紙を貼り付け、思い
思いの花を飾り付け、おしゃれな額が完成しました。
皆さん素敵、綺麗と満足感の笑顔がいっぱいでした。
（みぶりん記）

河川敷の清掃活動
壬生町の環境保全とプラごみゼロの会・川の日を国民の祝日にしよう会

５月２２日、「壬生町の環境保全とプラごみゼロの会(荻原二三雄会長)」「川の日を
国民の祝日にしよう会（桑原史朗会長）」では、海洋プラスチックごみにならないよう、
川の清掃活動を行いました。
恵川コブ田橋から黒川合流
川の清掃活動を行いました。恵川コブ田橋から黒川合流までの区間約１.５㎞を雑草を
までの区間約１.５㎞、雑草をかき分け川に入り、ペッ
かき分け川に入り、ペットボトルや発泡スチロールなど４５L ごみ袋７袋を回収しまし
トボトルや発泡スチロールなど４５L
ごみ袋７袋を回収
た。
しました。
１０月開催の「いちご一会とちぎ国体」は壬生町も会場になっています。綺麗な街並
１０月開催の「いちご一会とちぎ国体」は壬生町も会
みで来県される方々をお迎え出来るよう清掃活動を引き続き推進していきます。
場になっています。綺麗な街並みで来県される方々をお
（みぶりん記）
迎え出来るよう清掃活動を引き続き推進していきます。
（みぶりん記）

スポ GOMI 大会 in 栃木 壬生大会に参加して
５月１４日『ごみ拾いはスポ－ツだ！』参加者全員の掛け声と、「壬生町の環境保全と
プラごみゼロの会」の荻原二三雄会長の宣誓で、総合公園陸上競技場を拠点に開催され
ました。
ました。
参加は１８チ－ム、総勢６３名で、「みぶりん」登録団体からは８チ－ム、２９名が参
「みぶりん」登録団体
参加は１８チ－ム、総勢６３名で、
からは８チ－ム、２９名が参加しました。
加しました。
スタートの合図で定められたエリア内で、制限時間内に拾
スタートの合図で定められたエリア内で、制限時間内に拾ったごみの重量と種類でポ
ったごみの重量と種類でポイントを競う競技で、意気込みを
イントを競う競技で、意気込みを胸に足を進めました。
胸に足を進めました。
約１時間で集まったごみの総重量は 106.67 ㎏に、入賞はしませんでしたが、町が綺麗
約１時間で集まったごみの総重量は 106.67 ㎏に、入賞は
になって気分も爽快、運動も出来てよかったです。是非、リベンジしたいです。
しませんでしたが、町が綺麗になって気分も爽快、（壬生ホタル愛好会
運動も出
会長 宮田次男様記）
来てよかったです。是非、リベンジしたいです。
（壬生ホタル愛好会 会長 宮田次男様記）

新規登録団体・個人
登録№
団体326

みぶりんでは、団体･個人の登録を随時受け付けています。

名称
緑1・2お達者サロン

活動内容
お達者サロンです。会員の健康増進。公園で行っています。

【登録団体・個人様へお知らせ】 皆様の今後のイベント等を「みぶりんだより・お知らせ欄」に
ぜひ掲載させてください。ご連絡をお待ちしております。
☆「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･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
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民話を語ってみませんか

壬生民話ふくべの会

まずは聴いてみませんか？
第１回
7/13㈬
です

と き▶毎月第２水曜日 13：30 から
ところ▶東雲公園内ふれあい交流館にて

初めての方にも、ミニ講座や個人練習など、ご希望に沿って実施いたします。
伝説の地を訪ねて民話の採集、再話なども行います。～足で稼ぎます～
民話の地を巡ることで、語るお話への親しみ・実感を持つことができるのです。

主催▶壬生民話ふくべの会 連絡先▶須藤英子

電話 82-0093

活動報告

「防火貯水槽」周辺の清掃活動について
城内自治会自主防災会
「城内自主防災会（荒川克己会長）」では、５月
８日に自治会第８班地内の「防火貯水槽」周辺の清
掃活動を自主防災会役員５名と自治会選出の消防
団員２名（第一分団第２部）
の方々のご協力により、
枯れ草等の刈り払いを行いました。
その後に防草シ
ート張りの作業を行いました。
この清掃作業は、異常時の備えと自治会内「防火
貯水槽」の場所を消防団員と自主防災会役員の相互
確認を行い、
地域の皆様が安全で安心して生活でき
る安全確保を行いました。（会長 荒川克己様記）

大きなサツマイモになれ！
至宝町南自治会・子ども会育成会・ＮＰＯ法人みぶまち地域活性化２１
５月８日、至宝町南自治会と子ども会育成会は、約７５名が参加し親子でサツマ
イモの苗を植えました。
普段畑の作業を経験していない子どもたちは、ＮＰＯ法人みぶまち地域活性化２
普段畑の作業を経験していない子どもたちは、ＮＰ
１の役員から苗の植え方を指導していただき、慣れない手つきで苗５００本を植え
Ｏ法人みぶまち地域活性化２１の役員から苗の植え
ました。
方を指導していただき、慣れない手つきで苗５００本
コロナ禍で子ども会のイベントが出来ないことが多く、親子のふれあいが少なく
を植えました。
なっていますが、畑では親子の会話が多く聞こえていました。また、輪投げのレク
コロナ禍で子ども会のイベントが出来ないことが
リエーションも行われ、子どもたちは終始笑顔で楽しんでいました。
（会員記）
多く、親子のふれあいが少なくなっていますが、畑で
は親子の会話が多く聞こえていました。また、輪投げ
のレクリエーションも行われ、子どもたちは終始笑顔
で楽しんでいました。
（会員記）
【編集後記】★初めて取材に行きましたが、活動する皆さんの笑顔がとても印象的でした。
（越路） ★ゴルフ 100 切り目標で、続けて 99 回を 2 回達成しました。ＯＢが少なくなりボ－
ルの補充がなくなりました。今はパットの練習を休み時間に、真っ直ぐに、距離間を掴むよ
う猛特訓中です。次回ラウンド
95 回が目標です。（落合)
★ 年末年始に録画していた、
う猛特訓中です。次回ラウンド
95 回が目標です。（落合)
★年末年始に録画していた、
「オリエント急行」
「オリエント急行殺人事件」をやっと観ました。アガサ・クリスティーのお話しが大好きな
ので、今度は続編の「ナイル殺人事件」を観ようと思います。（小田垣） ★庭の観葉植物
のアイビーを植木鉢に挿し木しました。部屋に飾り鑑賞しています。（渡邉）
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