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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 3 月号 Vol.91

〒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/

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４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
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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）
▲昨年事業のプラごみの会の様子
⑤既に２回同一事業に対して本補助金を交付されている団体
【助成額】限度額１０万円（一団体・年額）（１０万円に満たない金額でも申請できます）
【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のいずれかに該当する事業
◇地域課題の発見及び解決を目的に取組む事業
◇町が取組む施策及び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、新たな魅力の発見及び発掘に関する事業
【募集期間】令和４年４月１日（金）～５月３１日（火）
本掲載はお知らせです。資料のお渡し、みぶりん
【問合先】◆町民活動支援センター ☎0282-21-8731
ホームページへの様式掲載は４/１(金)以降です。

おしらせ

傾聴の
部屋 参加費
無料

壬生町傾聴ボランティアグループ「きかせて」が、「傾聴の部屋」を開設。お話
を聴いてもらいたい方、お話を聴いてくれる方がいない方、話したい事がたくさ
んある方、何でもていねいにお聴きします。どうぞお越しください。
◇会員が個別に対面でお話を聴かせていただきます。会員は男性会員、女性会員の合計５４名、全員傾
聴の研修受講者で傾聴スキルを修得しています。
◇下記へ事前に連絡頂き、希望があればお話しください。また予約なしでも OK。
◇聴かせて頂いた内容を他に漏らしたりすることはありません。ご安心ください。
問合せ・申込先▼
壬生町傾聴ボランティアグループ「きかせて」 会長 佐藤輝男 電話 0282-82-3902
社会福祉法人壬生町社会福祉協議会 電話 0282-82-7899
会場

※マスクの着用、検温をお願いします。

★十二支館（元玉田商店） 至宝 1-3-34
４月１５日より
毎月第３金曜日

印刷機利用は予約制です
予約時間▶午前１０時～午後５時（正午～1 時は除く）。
1 時間単位で予約を受付けます。
予約期限▶利用日の前日迄にご予約ください。
（火曜日利用の場合、日曜日迄に予約。）
※当日来られた方は､予約を優先いたします。
利用人数▶１団体３人以内。
※印刷後の綴込み作業はご遠慮ください。

１０時～１１時

➋ ・壬生の歴史を紐解こう
（落合英行様）
・マジックと腹話術を楽しもう
（山田章様）
目 ➌ ・ラジオ体操と「きよしのズンドコ体操」 （柴﨑享子様）
・「福巻寿司厄除祈願祭」と「ロウバイ・イルミ」（磐裂根裂神社総代会）
次
➍ ・中学生へ年賀状返礼作り （北小林お達者ファミリー）
・子育て支援や妊産婦の相談も/こころのホットカフェ「カフェ・リコ」
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活動報告

壬生の歴史を紐解こう

落合英行様
東下台いきいきサロン

１月１１日、「東下台いきいきサロン(手塚基二会長)」は、東下台公民館で落合英行様に
よる講演を行いました。
「壬生の良さを探そう」をテーマにスライドショーで、古墳や神社、壬生町出身の歴史
上の人物を紹介しました。
山本有三の母や、太田胃散の創設者・太田信義もおり、戦国時代壬生藩主である鳥居
元忠は徳川家康の竹馬の友で天下を取った偉人と説明し、壬生の歴史の奥深さと新し
い発見を感じ取っていました。
後世に語り継がれるといいですね、との参加者の声もいただきました。（みぶりん記）

マジックと腹話術で楽しもう

山田章様
下馬木お達者サロン

１月１２日、「下馬木お達者サロン(清水利通会長)」がサロンを開催し、山田章様を迎え、
マジック・腹話術が披露されました。
マジックは「ロープ解き」や「リング外し」などの技をあやつり、多彩なマジックを披露
しました。また特殊詐欺対策や安全運転について有意義な話もしてくださいました。
腹話術は「５歳のケンちゃん」とユーモアを盛り込みながら披露され、参加者は「ケン
ちゃん」との絶妙な掛け合いに聞き入っていました。
また、健康体操やビンゴゲームもあり楽しいひと時となりました。（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
※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。

★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・
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。
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認知症予防にきよしのズンドコ体操
柴﨑享子様・JA しもつけ壬生地区営農経済センター女性会
1 月 18 日、「JA しもつけ壬生地区営農経済センター女性会(宇賀神裕子会長)」では、
ラジオ体操指導員の柴崎享子さんを講師に招き、「女性のつどい」を開催しました。
「ラジオ体操第１」、「ラジオ体操第２」では体操のポイントを習い、筋肉や関節を柔軟に
する動きをしました。
また、認知症予防につながる「きよしのズンドコ体操」は、リズムに合わせて、うちわや
しゃもじを使い、体を動かしました。
最後に、背中にある内臓機能のツボを押し合い、体も心もリフレッシュして気持ち良い
と喜んでいました。
(みぶりん記)

「福巻寿司厄除祈願祭」と「縁結びロウバイ・イルミネーション」
磐裂根裂神社総代会
２月３日、壬生町安塚の磐裂根裂神社で２６回
目の「福巻寿司厄除祈願祭」が行われました。
昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、福巻寿司を恵方「今年は北
北西」の方に向いて食べるイベントは自粛。祈
祷に訪れた氏子の皆様には、1 年無事に過ご
せますようにと願いを込められた福巻寿司が授与されました。「福巻寿司は、長さ２０
せますとが出来ます様にと願いを込められ
㎝・太さ６ｃｍ」で「御(五)利益」があるようにと壬生の特産品のかんぴょう、たまご焼き
た、福巻寿司が授与されました。「福巻寿司
など５品が使われ、お米は伊勢神宮から頒布された「伊勢の光」と「栃木の星」が使われ
は、長さ
20 ㎝・太さ 6ｃｍ」で「御(五)利益」が
ています。(とても美味しいです、皆様も一度ご賞味ください。)
あるようにと壬生の特産品のかんぴょうをは
また、数年前より縁結びの事業を開催し
また、同神社では、数年前より縁結びの事業を開催。５組のカップ
5 組のカップルが入籍したとの情報もあり、
じめ卵焼など
5 品が使われ、お米は伊勢神宮
境内の 2 本のロウバイの形がハートの形に見えることから、「良縁の梅の木」と名付け
ルが入籍したとの情報もあり、境内の２本のロウバイの形がハートの
から頒布された「伊勢の光」と「栃木の星」が
ハートのイルミネーションを飾りつけ「2
形に見えることから「良縁の梅の木」と名付け、ハートのイルミネー
月 25 日まで点灯されました」縁結びのスポット
使われています。(とても美味しいです、皆様
として参拝者に親しまれています。
ションを飾りました。「縁結びのスポット」として参拝者に親しまれ、
（小川律男様記）
も一度ご賞味ください。)
２月２５日まで点灯されました。
また、数年前より縁結びの事業を開催し
5 （小川律男様記）
組のカップルが入籍したとの情報もあり、境内
新規登録団体・個人(1/21～2/20) みぶりんでは、団体･個人の登録を随時受け付けています。
の 2 本のロウバイの形がハートの形に見える
登録№
名称
活動内容
ことから、「良縁の梅の木」と名付けハートの
団体321
さやの実会
味噌作りの体験講座を実施。
イルミネーションを飾りつけ「2 月 25 日まで点
☆「みぶりんだより」は下記のところに置いています☆
灯されました」縁結びのスポットとして参拝者
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
に親しまれています。（小川律男様記）
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中学生への年賀状返礼作り
北小林お達者ファミリー
１月２５日、北小林お達者ファミリーでは、サロ
ンを開催しました。
今回は「中学生からの年賀状の返礼ハガキ
作り」と「テニスボール健康体操」「大金持ちゲ
ーム」を楽しみました。
テニスボールを使ったゴロゴロマッサージ運
動では、背中・腰・太もも・ふくらはぎ・足裏をも
みほぐしました。さらにボールをお手玉にしたり
握ったりして運動をしました。
最後に大金持ちゲームで楽しい時間を過ご
しました。 （代表 大垣孝様記）

子育て支援や妊産婦の相談にも乗る
こころのホットカフェ「カフェ・リコ」
「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）」では、令和３年から
中央共同募金会の「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」を受けて、コロナ禍の影響で外出の機会が
少なくなった子どもたちや地域の方々のための「みぶまちこころのホットカフェ事業」
を国谷駅前の同法人事務所で展開してきました。
同法人では、令和４年も引き続き助成金を受けられることに
同法人では、令和４年も引き続き助成金を受けられることになったため、２月３日から
なったため、２月３日からは新たに「カフェ・リコ」（壬生町至宝３は新たに「カフェ・リコ」（壬生町至宝
3-8-10）を第 2 会場として支援活動を行うこととし
8-10）を第２会場として支援活動を行うこととしました。開催日
ました。開催日は第
1 木曜日及び第２第４日曜日（午前１０時～１２時）です。「カフェ・リコ」
は第 1 木曜日及び第２第４日曜日（午前１０時～１２時）です。「カフ
では、看護師や教員、保育士など経験者が運営スタッフに入り、子育て支援や妊産婦の
ェ・リコ」では、看護師や教員、保育士など経験者が運営スタッフ
相談にも乗ることとしています。
に入り、子育て支援や妊産婦の相談にも乗ることとしています。
なお、同法人では食材支援なども行っていますのでお気軽にご相談ください。
なお、同法人では食材支援なども行っていますのでお気軽に
◇問合せ先
同法人事務局 玉田（080-1006-9236）
ご相談ください。
◇問合せ先 同法人事務局 玉田（080-1006-9236）
左から 櫻井さん 荒井さん 田中さん▶

春休み
カフェ

➊おやこが安心して相談できる場所
➋子どもやその世帯の抱える悩みに寄り添い、支援につなげる場所
➌子どもだけでなく、大人も交流を深める地域コミュニティーとしての場所
食糧支援等も行っています。お電話等でご相談下さい。（お届けも可）
相談員▶壬生町主任児童委員・家庭教育指導員等
主催▶ＮＰＯ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
問合先▶事務局 玉田📞080-1006-9236

子どもたちの
居場所づくり

開催日時▼
2022 年 3 月 28 日～4 月 1 日
午前 10～12 時
会場▶NPO 法人事務所（国谷駅前通り）

【編集後記】★冬季北京オリンピックでは日本選手の活躍を見た方も多いと思います。練習に練習を
重ね果敢に挑戦する姿は、とても素晴らしく見ている人に勇気を与えてくれました。それにしてもジ
ャンプ競技会場の気温はマイナス 20 度それだけでも厳しい環境ですね。（玉田） ★昨年２月帯状疱
疹にかかり、現在も神経痛で悩まされています。医者は温泉で温めるのが一番と言って
疹にかかり、現在も神経痛で悩まされています。医者は温泉で温めるのが一番と言っていますがコ
いますがコロナ禍でいけません。早く神経痛に効く草津温泉に行きたいです。(落合)
ロナ禍でいけません。早く神経痛に効く草津温泉に行きたいです。(落合) ★寒い日が続いています
★寒い日が続いていますが、気付けば３月。春ですね。春のお花が咲くのが待ち遠し
が、気付けば３月。春ですね。春のお花が咲くのが待ち遠しいです。（小田垣） ★暖かな陽が差し込む
いです。（小田垣）
★暖かな陽が差し込む縁側で猫と日向ぼっこを楽しんでいます
縁側で猫と日向ぼっこを楽しんでいます🐈。６歳になっても、まだまだ甘えん坊で可愛いです🐈。
🐈。６歳になっても、まだまだ甘えん坊で可愛いです🐈。（渡邉）
（渡邉）
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