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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

〒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

盲ろう者向け
通訳・介助員養成講座

壬力ＵＰボランティア
活動支援事業補助金

日時▶5/28㈯,29㈰
6/5㈰,12㈰,19㈰,25㈯,26㈰
午前９時３０分～午後４時３０分（全７回）
会場▶とちぎ福祉プラザ または
とちぎ男女共同参画センター「パルティ」
※開催日によって会場が異なります。
内容▶盲ろう者（視覚と聴覚に重複した障が
いがある人）の自立と社会参加を支援するボ
ランティア（盲ろう者向け通訳・介助員）を養成
する講座。
対象▶全日程受講でき，修了後に県の「盲ろう者
向け通訳・介助員」として登録・活動が可能な人
費用▶２，０００円（テキスト代･研修費など）
定員▶２０名（定員超過した場合は抽選）
申込期限▶５月１３日（金）
申込方法▶申込用紙（宇都宮市ホームページ
から取り出し可）に必要事項を書き、直接また
は送付・Ｅメール・ファックスにて
〒320-8508 宇都宮市若草１-１０-６
栃木盲ろう者友の会「ひばり」事務局（とちぎ福
祉プラザ内） ☎０２８（６２１）０８６０
メール hibari.web@gmail.com へ。

現在申込受付中！

※詳細は２ページをご覧ください。
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
ー SDGs の社会を目指して 一

SDGs を学ぶ
★SDGs(持続可能な開発目標)17 のゴールとは
★カーボンニュートラルとは一温室効果ガス排出量と吸
収量を均衝にする社会
★COOL CHOICE 今、わたしたちができることを、次世代のために

日時▶5 月 7 日(土)13:30〜15:30
場所▶生涯学習館 講堂 １※事前申込なし。
参加費▶100 円１
当日お越しください。
１※要マスク着用。
講師▶齊藤好広 さん
・環境力ウンセラー(環境省認定)
NPO 法人栃木県環境カウンセラー協会 理事
・省エネ脱炭素エキスパート(家庭分野診断指導級)
・生涯学習コーディネーター(文部科学省認定)
・地球温暖化防止活動大臣賞受賞

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 TEL 0282-86-0153
間中 TEL 0282-86-1783

◆社会福祉協議会よりお知らせ ※４ページもご覧ください。

ウクライナ侵攻の
早期終結を願って！

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。

ピースマーク
ビーズキーホルダー
販売中！ 1 個(350 円)
販売場所▼
・むつみの森・みぶのやおやさん（壬生ハイウェー
パーク内）・壬生町保健福祉センター・ＤＭＳストア獨
協医科大学病院店
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※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が優先。

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。

➋ 「壬力ＵＰボランティア活動支援事業補助金」募集案内

目

地域や子供たちの幸せな時間づくり（南犬飼中学校）

➌ エフエム栃木で「壬生町の環境保全とプラごみゼロの会」紹介
※一個３５０円の内、１００円を救援金として、日本赤十
次
字社を通じて確実に現地にお届けします。
（活動紹介）美水会
※ピースマークは、平和運動や反戦運動のシンボル。
➍ 「ウクライナ人道危機救援金」の募集を開始（壬生町社会福祉協議会）
世界中で使われているマークです。円の中に、鳥の
足を逆さまにしたような形です。
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「壬力ＵＰボランティア活動支援事業補助金」申込案内
～「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４年度も実施しま
す。皆さま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ともに、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。
【応募要件】「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）
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
【補助額】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
【申込期間】４月１日（金）～５月３１日（火）
詳しい資料はみぶりんに置いています。
【問合先】◆町民活動支援センター ☎0282-21-8731
また、みぶりんのホームページもご覧ください。
様式掲載は４/１(金)以降です。

活動報告

地域や子供たちの幸せな時間づくり
南犬飼中学校
南犬飼中学校(江田裕之校長)は３月１４日、感染対策を徹底した上で「令和３年度ボ
ランティア推進会議」を開催しました。
先ず、学校玄関には子供たちが書いた「ボランティアの方たちへ感謝のメッセージ」
が展示されていました。
参加者は、放課後サポ－ト、職業人、「輝光祭」等ボランティア活動に寄与していただ
いた方々とＰＴＡ役員、学校職員約２４名が、６班に分かれ自己紹介を交えボランティア
活動によるふれあい、思いやり、喜び等感想を話されました。
また、参加者の立場で、私たちができること、やってみたいボランティア活動につい
て話し合い、「農業体験」や「イベントで子供たちが作ったパンを販売する」等沢山の意
見が出されました。
最後に江田校長は、「コミュニティ・スクールは、教育の可能性を広げるとともに、豊
かな学び、深い学びとなり、子供たちの幸せな時間づくりに繋がる」と話しました。
尚、「ボランティア推進会議」の御意見等については、南犬飼中学校ホームページに
掲載されます。 （みぶりん記）
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活動報告

レディオベリー（エフエム栃木）で紹介されました
壬生町の環境保全とプラごみゼロの会
レディオベリー（エフエム栃木）で放送中のラジオ番組「とちぎプラごみゼロナビゲ
ーション」で、「壬生町の環境保全とプラごみゼロの会」の取り組みが紹介されました
（２月１６日放送）。
渡辺アナウンサーのインタビューに応えたのは同会の荻原二三雄会長。栃木県は全
国に先駆けて『栃木からの森里川湖プラごみゼロ宣言』に取り組んでいますが、中でも
いち早くスタートしたのが「壬生町の環境保全とプラごみゼロの会」。同会ではこれま
で、東京五輪聖火リレーの前に該当ルートの清掃や、全国藩校サミット壬生大会開催に
伴い清掃等を実施してきました。
ひとりひとりの力は小さくても、それが集まれば環境保護に大きな成果が出せま
す。ぜひ積極的に活動にご参加ください。ラジオ番組は毎週水曜１０時２０分から放送し
ています。
（エフエム栃木 放送部 渡辺裕介様記）

左側が荻原二三雄会長

活動紹介
みすいかい

民謡

美水会（大橋美子）

美水会は民謡のグループです。
介護施設やお達者サロンなどをボランティアで回っています。コロナ禍ではお互いに
出来る範囲で披露しております。楽器は三味線･尺八･和太鼓などを演奏します。
今年度もお達者サロンで数か所、披露いたしました。
コロナ禍ではありますが、サロンが開催できる際にお声かけをくだされば、ボランテ
コロナ禍ではありますが、サロンが開
ィアを通して皆様の心に希望と活力を与えること、地域の皆様方との絆を強めることを
催できる際にお声かけをくだされば、ボ
目的に活動して参ります。ぜひ下記までご連絡ください。
ランティアを通して皆様の心に希望と
◇美水会（大橋美水） 連絡先／上田操 電話８６－１０９９
活力を与えること、地域の皆様方との
絆を強めることを目的に活動して参り
ます。ぜひ下記までご連絡ください。
（※写真はコロナ禍前のものです。）

◇美水会

連絡先／上田操

電話８６-１０９９

★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。

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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おしらせ

「ウクライナ人道危機救援金」の募集を開始
壬生町社会福祉協議会
壬生町社会福祉協議会はウクライナ各地で激化している戦闘により多くの被害を受
けている方々を支援するため、救援金を５月３１日まで受け付けます。集まった救援金
は、日本赤十字社を通して現地に届けられます。
壬生町社会福祉協議会では直接の受付をしており、受領書希望の方は町社協でのご協
力をお願いします。募金箱は保健福祉センター、町役場会計課前、稲葉出張所、南犬飼
出張所、道の駅みぶ内の「ときめきステーション」「みぶのやおやさん」の６カ所に設
置されています。
また、銀行振込による受付も可能です。詳しくは日本赤十字社栃木県支部のホームペー
ジをご覧ください。
皆様のご協力をお願いいたします。
お問い合わせ▶壬生町社会福祉協議会 電話０２８２-８２-７８９９

退任のご挨拶
令和４年３月３１日をもちましてみぶりんセンター長の役職を退任することとなり
ました。みぶりんセンター長としての４年間は、関係者の皆様からご指導ご鞭撻をい
ただき、皆様と一緒にボランティア活動をしたり協働の拠点としてのみぶりんの機能
向上にまい進させていただいたり任務を遂行できたことに心より感謝申し上げます。
令和元年２月には、５周年を記念した第１０回活動発表会が行われ、令和元年５月
１７日には、念願のみぶりん利用者協議会の設立総会が行われました。これを機に分
野別交流会が行われるようになり、協働の拠点としてのみぶりんの役割が発揮できる
ようになりました。
また、新型コロナウィルス感染症が全国的に拡大する中、令和２年６月には災害や
福祉活動へのタオルや古布の支援活動、また、令和３年８月２４日には「壬生町の環
境保全とプラごみの会」が環境の保全に関する分野に登録されている団体の方々が中
心となり設立されました。
新型コロナウィルス感染症への対応が続く時代となってしまいましたが、身近な人
たちへのボランティア活動は益々必要とされると思われますので、皆さまにおかれま
してもお体に十分留意されご活躍されますことを切に願っております。
センター長 玉田 英二
☆「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】★新型コロナ問題や地球温暖化問題など人類の生存を脅かす問題が
多くなっています。将来を担う子どもたちが笑顔で生活できるように、これからも
力を合わせて地域づくりに取組んでいきたいと思います。（玉田） ★既にカラオ
ケで３年以上も歌っていません。仲間と一杯飲み、歌って身も心もリフレッシュした
あの頃が懐かしいです。マイクを握る日はいつになるのか？私の１８番「いい男・
いい女」一人二役、裏声がでるか不安ですが。 (落合) ★前に録画していた映画
を観ました。家族をだいじにしよう、といった映画です。家族を、また、自分の周り
の方々にもたくさん助けていただいたことに気づかせてもらえた素敵な映画で
した。(小田垣) ★毎日の夕食の時にトマトジュースを飲んでいます。色々な種類
のものが販売されているので違いを楽しんでいます。（渡邉）
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