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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

HP URL

2022 年 2 月号 Vol.90

〒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
もりさとかわうみ

「栃木県の森里川湖プラごみゼロ宣言」を推進しよう！
「壬生町の環境保全とプラごみゼロの会（荻原二三雄会長）」では
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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す。
地球環境に興味があり、参加を希望される方は、当日、保健福祉セ
ンターにお越しください。
日時▶2/22(火) 午前９時～１２時終了
※小雨決行（午前７時に決定します。）
場所▶恵川のコブ田橋～黒川合流までの区間
集合場所▶８時３０分 保健福祉センター集合
持ち物▶(１)ゴム手袋・ビニール袋をご持参ください。
（２)暖かい服装でお越しください。
主催▶壬生町の環境保全とプラごみゼロの会・みぶりん利用者協議会
共催▶川の日を国民の祝日にしよう会
問い合せ先▶事務局 玉田📞080-1006-9236

手づくり味噌教室 参加者募集!
味噌１０キロを作ります。１年後に熟成し食べられます。
日時▶3/29(火)･30(水)･31(木)

9:30～15：00

会場▶壬生町ふれあい女性センター（羽生田１３５０-２）
募集人数▶５人 ※３日間参加できる方を優先。
参加費▶６,０００円（昼食付）※当日会場にて徴収。
持ち物▶エプロン･頭おおい･腕カバー
申込先▶みぶまち地域活性化２１ 事務局
玉田 📞080-1006-9236 ※申込は３月１５日迄。
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

昨
年
度
の
様
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➋ ・健康体操と鑑賞で心和む （睦地区お達者サロン）
・コロナの収束願いイルミネーション点灯・駅前市場
（安塚駅前広場イルミネーション実行委員会）
目
➌ ・落合地区お達者サロン ①レクリエーションインストラクターめぐりん ②オカリナ演奏 芹澤様
次
・六美町北部自治会「むつみの郷」 ①青空にドローンを飛ばそう「白鳥昇一様」 ②クリスマス音楽会「スーさん」
（壬生町社会福祉協議会）
➍ ・メリークリスマス!!サンタクロースより心を込めて
・子どもたちの居場所「冬休みカフェ」（非営利活動法人みぶまち地域活性化２１）
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健康体操と鑑賞で心和む

睦地区お達者サロン

１２月１５日、おもちゃのまち「ゆうゆ館」に約３０名が参加して睦地区お達者サロン（柴
﨑享子代表）が開催されました。コロナ禍で外出が自粛されていたこともあり、この日
を待ちわびる人も多くいました。
はじめに、柴﨑さんの指導で「ラジオ体操第１」や「きよしのズンドコ節体操」などで体
をほぐしました。次に、谷ミチ様の剣舞を披露して頂き、凛とした立ち居振る舞いに息を
のみながら見入っていました。最後には、田島民基様の歌声を聞いて口ずさんだり手拍
子をしたりして楽しい一時を過ごしました。 （みぶりん記）

コロナの収束願い､イルミネーション点灯・駅前市場
安塚駅前広場イルミネーション実行委員会
「サン、ニイ、イチ、点灯！」カウントダウンとともに点灯されたイルミネーションに、会
場に集まった人たちからは大きな拍手と歓声が沸きあがりました。
１２月４日、安塚駅前広場に大勢の方が参加し「第３回安塚駅前広場イルミネーション」
が開催されました。同実行委員会（小川律男会長）が地域の活性化を図るために始めた
イベントです。また、会場には新型コロナウイルス感染の収束を願う「黄ぶな」と「アマビ
エ」のパネルも展示されました。
また、１２月１８日には駅前市場も開催さ
れ、安塚五段囃保存会の演奏や花の鉢
植えの販売などが行われ家族連れなど
が訪れていました。（みぶりん記）
来場者の声
💛清水柑那（かんな）さん（安小４年）
私は、イルミネーション点灯式に、友
達とお母さんと行きました。イルミネー
ションを見にきた人がたくさんいてびっ
くりしました。そこには、富士山のイルミ
ネーションや、ハートや、星の塔があっ
ネーションや、ハートや、星の塔があってきれいでした。中学生が書いたアマビエの絵もとても上手
てきれいでした。中学生が書いたアマ
で、かわいかったです。次にあるときに、また行きたいです。
ビエの絵もとても上手で、かわいかっ
💛近藤陽路（ひろ）さん（安小４年）
たです。次にあるときに、また行きたい
私は、安塚駅前のイルミネーションを見に、お友達とお母さんといっしょに行きました。私が一番気
です。
に入ったのは、タワーのイルミネーションです。よく見るとペットボトルで作られていました。だれが
💛近藤陽路（ひろ）さん
どうやって作っているのかが知りたいです。どれも、かがやいていて、宝石みたいできれいでした。
私は、安塚駅前のイルミネーションを
クリスマスの夜にサンタさんも見に来てほしいです。
見に、お友達とお母さんといっしょに、
★壬生町は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。みぶりんに登録されている団体・
行きました。私が一番気に入ったのは、
個人の実践活動に対応したＳＤＧｓのピクトグラム（絵文字）を表示しています。
タワーのイルミネーションです。よく見
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落合地区お達者サロン
➀レクリエーションインストラクターめぐりん ②オカリナ演奏・芹澤基信様
➀１１月１８日、落合公民館にて、「めぐりん
（岡本恵様）」による、レクリエーションゲー
ム「顔・体・指等を動かして健康に」が参加
者９名で開催されました。
ゲームは９品目！腕を伸ばしてリズム
運動、なぞかけ、お手玉、ティッシュで誰が
一番長く切れるか等。また、新聞紙で作っ
た「兜と棒」でのジャンケンゲームで歓声
が飛び交っていました。
最後は、全員でけん玉を作り、球を動か
最後は、けん玉を作
し童心に戻って、笑顔で楽しみました。
って動かし、童心に戻
って楽しみました。

②１２月２３日、生涯学習館にて手作りの
クリスマスツリーをバックに、参加者１６名
で開催されました。
この日のゲストはオカリナ演奏の芹澤
基信様です。
「ホワイトクリスマス」
「ホワイトクリスマス」「赤鼻のトナカ
「赤鼻のトナカイ」「シク
イ」「シクラメンのかほり」など１０曲を演
ラメンのかほり」など１０
奏され、参加者はオカリナの素敵な音
曲を演奏され、参加者は
色に聞き惚れました。
オカリナの素敵な音色に
聞き惚れていました。

(みぶりん記)

六美町北部自治会「むつみの郷」
➀青空にドローンを飛ばそう・白鳥昇一様 ②音楽会・スーさん
➀１１月２４日、「健康講話」（五十嵐トヨ子
様）と「青空にドローンを飛ばそう!!」(白鳥
昇一様)が参加者２１名で開催されました。
指導者の白鳥様からドローンの歩みに
ついて説明がありました。この名称はオス
ミツバチの羽の音(英語：ＤＲＯＮＥ)からき
ているそうです。
参加者は、澄んだ青空を見上げドローン
の飛行を楽しみました。

②１２月２２日、「魂のフォ－クシンガー・ス
ーさん」による音楽会が参加者２２名で
開催されました。
「クリスマスイブ」「赤鼻のトナカイ」
や栃木県出身森昌子さんの「越冬燕」
など、全１０曲を歌っていただきました。
参加者は心清らかな気持ちでひと時を
過ごしました。

(みぶりん記)

新規登録団体・個人(12/21～1/20)
登録№
個人57

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

活動内容

鈴木美恵子 国際交流。町内の外国人にわかりやすい日本語を教えています。
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🎄メリークリスマス🔔サンタクロースより心を込めて
壬生町社会福祉協議会
１２月２５日、壬生町社会福祉協議会では「ハッピ—サンタクロース事業」を行い、サンタ
クロ－スボランティアが子育て家庭へクリスマスプレゼントを届けました。２８名のボラン
ティアには「みぶりん」の登録団体・個人から６名が参加しました。
ボランティア参加者は、サンタククロースの基本学を教わり、「道の駅みぶ」でのコン
サートに参加して、プレゼン
サ－トを経て、プレゼントを持って出発しました。
トを背負い出発しました。
「メリークリスマス！」と子育て家庭を訪問。「サンタさんだ！ありがとう！」と喜んで
「メリークリスマス！」と声
もらえました。
（参加者記）
を掛けると「サンタさんだ！
ありがとう！」と喜んでもら
えました。（参加者記）

子どもたちの居場所「冬休みカフェ」
非営利活動法人みぶまち地域活性化２１
「みぶまちこころのホットカフェ」を運営している、特定非営利活動法人みぶまち地域
活性化２１（大橋良平理事長）は、令和３年１２月２６日～２８日と令和４年１月５日～７日の６日
間「冬休みカフェ」を開設しました。カフェには小学生や地域の方々などが毎日訪れ、壬
生町主任児童委員の方々や高校生ボランティアの協力を得て、自主学習をしたりカード
ゲームやチョコバナナ、ホットケーキ作りをしたりして楽しみました。（会員記）

学習支援の様子

高校生ボランティアによるチョコバナナづくり

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
※R4/3/31 まで(予定)、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。

☆「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

【編集後記】★最近、地球の未来をテーマにした環境番組がありました。白くまや魚の生態系の変化、大規
模な森林火災など自然災害が世界中で発生しています。一人ひとりが地球温暖化防止に取り組む
必要性を考えさせられる内容でした。日に日にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への関心が高まって
きています。町民活動団体や企業、行政、教育機関などと連携を深めて行きたいと思います。（玉
田）★４２年前に栃の葉国体が開催され、成年部の軟式野球で出場したことが懐かしく思い出され
ます。コロナ禍で２年連続中止となり今年こそ開催されることを願うばかりです。今度はボランテェ
アで参加できればと思っています。（落合）★舟形マスク（大臣マスクとも言いましたね）がお気に
入りです。可愛いカラーが置いてあるお店があったら教えてください(^^♪（小田垣）★お鍋の美味
しい季節ですね。体を温めて野菜をバランス良く摂って健康に過ごしたいです。（渡邉）
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