
 

 

 

  

  
音訳ボランティア「くさのみ」のメンバー１１名が、那須野が原公園で朗読会（公開録音）を

行いました。（２ページに関連記事掲載） 
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６月１０日（水）、晴天に恵まれたこの日、西那須野地区で目の不自由な人のために「広報なすしおばら」や

「社協だより」、「議会だより」などを音訳して「声の広報」として届ける活動を行っている音訳ボランティア

「くさのみ」のメンバーが、新緑に包まれた那須野が原公園で朗読会を開催しました。新型コロナウイルス感

染症拡大の影響により定例会なども行えず、久しぶりに会ったメンバー達は、笑顔で「久しぶり～、元気だっ

た？」と声を掛けあっていました。例年この時期は、市内で活動する音訳ボランティアグループ 3 団体合同の

交流会を開催し、ボランティアとリスナー（声の広報利用者）が一堂に会して、カラオケ交流会や朗読会を行

っていますが、今年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により交流会が開催できないため、リスナーの

皆さんに喜んでもらうために何かできないかとの想いから、原会長の発案で今回の朗読会が企画されました。

新型コロナウイルス感染予防対策として、マスクの着用、手やマイクの消毒、お互いの距離を十分に取るなど

して、それぞれが持ってきた本を朗読しました。「鳥のさえずりや風の音、 

拍手、くさのみメンバーの笑い声など、編集なしでお届けするので楽しん 

でください」とメッセージを添え、公開録音がスタートしました。途中で 

虫が飛んできて「わ～っ！」と声が上がったりとハプニングもありました 

が、終始楽しい雰囲気で録音が行われました。この日参加することができ 

なかった３名のメンバーは、事前に録音したそうです。届いたＣＤを聴く 

リスナーさん達の喜ぶ顔が目に浮かびます。 

リサイクル資源回収運搬ボランティア 

 

『太陽の里』は障害者支援事業や保育事業など地
域に開かれた援護事業を行っています。 
リサイクル下請けは「生活支援センターぷらね

っと」の事業です。就労に向けての支援及び生産
活動の機会を提供し自立に向けた支援を行う施設
です。リサイクル料は利用者の工賃となります。 

  

リサイクル資源（段ボール・ペットボトル等）を回収して太陽の里に運搬するボランティアの方を募集

していましたが、ボランティアセンターに登録している「栃木県女性教育推進連絡協議会那須塩原支部」

の柳場さんが活動することになりました。栃木県女性教育推進連絡協議会は色々な活動をしていますが、

環境保全の一環として、資源ごみをごみとして燃やすのではなくリサイクルし、省エネルギーの推進、限

りある資源を大切にして、自然環境保護を目的として月に１回リサイクル資源を回収しています。今回は

“再資源化で福祉施設の支援”という目的に賛同して活動することになりました。柳場さんは「この   

ボランティア活動を通じて、リサイクルやリユースに同じような関心を持つ方々とのネットワークを築く

ことができ大変嬉しかった。」と笑顔で話していました。 

 

▲リサイクル資源を運ぶ柳場さん 

▼太陽の里 

▲完成した朗読会の CD 

２ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『オアシス運動』 オアシス運動は挨拶の言葉の頭文字  

オ 「おはようございます（おつかれさま）」  

ア 「ありがとうございます」    

シ 「失礼します（失礼しました）」  

ス 「すみません（すみませんでした）」   

個人的に ゴ 「ごくろうさん（ごめんなさい）」を入れたい 

ボランティンセンターに登録した団体を紹介するね ! !  

 
 
 
 

◇那須塩原市西小学校区を主体とした見守り活動を行っている団体『にしあかだ防犯会』が 

ボランティアセンターに登録しました。 

《登録にあたり代表者の挨拶》 

『にしあかだ防犯会』の発足にあたり、ご指導、ご支援いただいた多くの皆様に感謝申し上げます。 

《活動概要》 

◇西小学校の児童が元気に登校し、笑顔で下校できるよう、虎マークでオレンジ色(時にはイエロー） 

のジャケットを着た方々が見守り活動をしています。  

３ 

要
支
援
者
に
は 

◇［地域住民助け合い事業］を基盤に防犯・防災・啓発活動に取組みます。  

 

《活動スローガン》 

あいさつで繋がる〔オアシス運動〕と地域の防犯意識向上を目指して、[あい防]を展開します。 

 



  

大学生の大野さん（右） 個人ボランティア山﨑さん 個人ボランティア山形さん（中央） 

６月 19 日（金）、個人ボランティアの山形さん、山

﨑さん、大学生の大野さんが、種まきに参加してくれま

した。今にも雨が降りそうな梅雨空で蒸し暑い中でした

が、汗をかきながら割りばしで土に穴をあけ、5 ミリく

らいの小さなひまわりの種に悪戦苦闘をしながら種ま

きをしました。早くミニひまわりの花が咲いて、たくさ

んの子たちの笑顔が見られるのが今から楽しみです。 

４ 

ひまわりプロジェクトとは 
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、小学校において
は長らく休校の期間もありました。そのため、今年の夏
休みは短縮になり、先生や児童の方々にとっても大変な
時期を過ごしていると思われます。そこで、今後も地域
とのつながりの継続と、子どもたちに元気な笑顔で夏を
乗り切っていただくことを目的に立ち上げたプロジェ
クトです。 

種まきから 
種まきからつぼみになるまでのあいだ黒磯支所で育てます。 
つぼみが付いた段階で、黒磯管内の小学校に贈ります。 

黒磯支所では、ひまわりプロジェクトが始まりました。ひまわりの花は太陽のような見た目と日光の

ような花びらの色で、ギリシャでは「Helianthus（ヘリアンサス）＝太陽の花」と呼ばれ、見ているだ

けで元気になれる花です。このプロジェクトは、小学校の各クラスにミニひまわりを贈り、皆さんにひ

まわりのような笑顔になってもらいたいという願いが込められています。 

原寸大 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 西那須野地区在住の６５歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ 

世帯で、調理をすることが困難な方などを対象に、栄養バランスのと

れた食事を提供するとともに、お弁当を届けることで安否確認をする

ことを目的とした、配食サービス事業（市受託事業）では、配送   

ボランティアの協力を得て毎週火曜日と金曜日にお弁当とまごころ

をお届けしています。 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、４月１０日（金）から   

ボランティアによる配送を休止し、社協職員による配送を行っていま

したが、６月１６日（火）より、マスク着用、アルコール消毒、検温、

ドライブスルー方式等の感染予防対策を行い、ボランティアによる配

送を再開しました。７月３日（金）からは、ドライブスルー方式を終

了し、マスク着用、アルコール消毒、検温を行い、ソーシャルディス

タンスを保ちながら活動しています。 

配食サービス事業では、一緒に活動して 

くださるボランティアを募集しています。 

希望される方は、地域支援係（0287-37-5122）までお問い合わせ

ください。 

 本会で取り組んでいる『スマイルマスクプロジェクト』これまでに、多くの方々のご協力をい

ただき、手作りマスク、マスクの生地やゴムなどの材料を寄付していただいています。また、   

ボランティアの方々のご協力をいただき、寄付でいただいた材料でマスクの作成も行っています。

これらのマスクは、マスクを購入することが困難な方や必要としている人、市内の病院、保育園、

施設等へ配らせていただいています。 

【配布実績】大人用 ７１９枚  子ども用 ６０９枚  計 １，３２８枚（６月３０日現在） 

▲ドライブスルーでお弁当を渡す様子▼ 

マスクを作ってくださるボランティアを募集しています！ 

材料・型紙をお渡しさせていただき、ご自宅のミシンを使用して作っていただきます！       

詳しくは、ボランティアセンター本所（0287-47-6700）までお問い合わせください。 

５ 

▲ひとつずつ袋に入れてお届け！    ▲夏用フェイスマスク      ▲寄付でいただいた生地やゴム 



№ 団体名 活動内容

1 アイサポート那須
視覚障がい者の読み書き支援他サポート、読書困難児者・ディスレクシア等の支援、マルチメディ

アデイジー（わいわい文庫）の普及活動

2 あじさいグループ エコキャップ収集、福祉施設（養護施設）に文具・衣類を寄付、フードバンク等、違反広告物除去

3
一般社団法人日本社会連帯機構関東地方委員会

那須塩原地区

地域住民同士の支え合い、見守りからちょっとした困りごとをお手伝いする生活支援ボランティア

活動。ボランティアをする人も利用される人も介護予防や社会参加の実現に向け高齢者の生活不安

を少しでも軽減出来るよう努めてまいります。主に買い物や病院等の付き添いが多めです。

4 いろりの会 黒磯郷土館団体見学者の解説案内、研修会（史跡めぐり等含む）、昔のおもちゃ作り

5 うすゆき草 オカリナ演奏、施設訪問

6 絵手紙サークル　ぎんもくせいの会 配食サービスのお弁当に添える絵手紙を贈る

7 大原間給食サービスひまわり 給食サービス

8 お互いさま広場 老若男女コミュニケーションの場づくり

9 おはなし三度笠　那須塩原支部
慰問活動として、民話・落語・漫談等の話芸、ギター・ハーモニカ等の楽器演奏と歌唱、歌謡舞

踊、ハワイアンダンス等の民舞及び手品、皿回し等、ふまねっと運動

10 おもちゃ広場　くるりん goodトイといわれているおもちゃの体験

11 オレンジドアにしなす
もの忘れなどの不安を抱える方や認知症と判断されたご本人、その家族が集う場所です。当事者が

つくる「お互いさま」の居場所です。

12 ガールスカウト栃木県第34団 市や地域のイベント等の協力、野外活動、那須街道赤松の植樹等

13 かっこうの会 音訳ボランティア、市内の視覚障害者に市広報他をＣＤにして送付、交流会等

14 学校法人アジア学院 アジア学院内の農作業、調理、事務

15
家庭教育オピニオンリーダー

たんぽぽの会
家庭教育支援、学用品・制服バンク、次世代青少年育成、相談支援

16 かやの実会 紙芝居の読み聞かせ

17 カラフルBOX 知的・発達障がい疑似体験

18 ギターアンサンブル　ぽこ・あ・ぽこ ギター練習会、音楽会等へ参加、諸施設の慰問、地域のイベント等の協力など

19 北那須ボランティアクラブ
幅広い人材を募り地域に密着した奉仕活動。栃木県赤十字血液センターとの献血推進活動。三斗小

屋宿跡の環境整備活動。

20 きゃんけあ
傾聴ボランティア、子どもと女性への相談支援、支援者への支援、傾聴中心の心のケア、子どもの

支援団体への協力、『けあかふぇ』の開催等

21 くさのみ
視覚障害者の方へ広報、議会だより、社協だより等を音訳してＣＤ化して郵送する。視覚障害者と

の交流会など。

22 黒磯地区婦人会
地域貢献活動、美化活動（いきいきふれあいセンター花壇整備）、ウォッシュクロス・手縫い雑巾

の寄付、日赤奉仕団として炊き出し等

23 黒磯ハモニカ会 市や地域のイベント等の協力、音楽祭への参加、自主コンサート等、老人介護施設等の訪問演奏

24 黒七通学路除雪隊 通学路除雪、昔あそび指導

25 傾聴ボランティア　グループひまわり
個人宅や施設等で傾聴ボランティア活動をする。定例会等で傾聴について学習し理解を深める活

動。

26 傾聴ボランティアグループ　ラポール 高齢者福祉施設利用者への傾聴

27 げんごろうの会 道路周辺のゴミ拾いを中心に、水生生物調査、違反広告物撤去、花植え等の環境活動

28 けんぽくシニアの会
超高齢者の下で互助の精神に基づいて以下の事業を行なう。「支え合い」「助け合い」を促進する

事業、会員間交流促進事業、会員間サポート事業他。

29 こども”夢”くらぶ 子ども学習支援、食事、共に遊ぶ等

30 サポートみらい 学校や地域での福祉体験活動（車いす体験・高齢者疑似体験）をサポートする。

31 塩原温泉まちめぐり案内人の会
ＪＲバス塩原温泉バスターミナルでの365日常駐観光案内、観光ツアーガイド、ＪＲバスターミナ

ルの清掃、観光協会等のイベントの協力、研修会

32 塩原のかたりべ 語り部

33 塩原文学研究会
塩原の文学を研究し、それらを生かして文学散歩のガイドをしたり、講話をしたり、寸劇をしたり

している。

34 しづくの会 老人施設を訪問し琴の伴奏で歌う

35 JTGY那須 地域清掃、施設の慰問やお手伝い、その他若者の手が必要なところへのお手伝い

36 三味線津軽会 高齢者介護施設等への訪問、地域のイベント等への協力

37 手話サークル　つばさ 手話学習、聴覚障害者との交流、聴覚障害者団体の活動支援

38 手話サークル　弥生会
手話習得を目的として、定例会での聴覚障害者（主にろう者）との交流や情報交換、○○教室や○

○交流会等、地域行事への参加

39 食健サロンゑゑ塩梅 子ども食堂

40 シルバー大学校黒磯同窓会
旧黒磯市内に居住しているシルバー大学校卒業生で活動。地域でのイベントへの協力、保育園児と

の交流、会員相互の研修、交流など。

 

  

６ 

※公開希望の団体のみ掲載しています（６月３０日現在） 

 

令和２年度のボランティアセンター登録団体を紹介します！ 

団体への依頼や問い合わせは、ボランティアセンターまでご連絡

ください。 

 



 

  

№ 団体名 活動内容

41 新緑町婦人部 老人ホームで喫茶店、納涼祭ボランティア

42 第一南区東小学校児童見守り隊 東小学校児童の下校時見守り

43 大正琴「わすれな草」 大正琴の演奏曲に合わせて、一緒に歌っていただく活動を高齢者施設・病院にて行っています。

44 ちいきカフェ”円と縁” 自宅での居場所として高齢者が集って楽しんでいる

45 司ボランティア カラオケ機材を持ち込み、歌謡ショーを行っている

46 点訳サークル　でこぼこ 点字勉強、講習会

47 藤月流 養護施設、老人ホーム、ケアセンターの訪問新舞踊披露の慰問

48 特定非営利活動法人キッズシェルター 子育て支援

49 特定非営利活動法人子育てほっとねっと 集団託児、子ども食堂（みんなのテーブル）、ホームスタート

50
特定非営利法人ひだまりサロン

みどりの家
地域の高齢者を集めてデイサービス、見守り活動

51
栃木県女性教育推進連絡協議会

那須塩原支部

会員の資質向上を図るための研修、学習、調査研究、交流会（男女共同参画フォーラム・三市町交

流会）の開催。ボランティア活動（子ども支援）、環境保全（資源ごみ回収）など。

52
那須塩原市高校生ボランティアグループ

とんぼの会
市や地域のイベント等の協力、いじめ防止寸劇の披露、託児ボランティアの補助、交流会など

53 那須塩原市生活学校 マイバックキャンペーン（年3箇所） 「食を通じて子どもの居場所づくり」

54 那須塩原市レクリエーション協会 レクリエーションの普及、指導、各種レクリエーションの大会の開催等

55 那須塩原市フライングディスク協会

ディスクスポーツ（フリスビー）を活用し、小学生から高齢者、障がい者までいつでもどこでも楽

しめる活動。親子体験活動。市の後援事業のスポーツ大会、日本一の選手の育成及び世界選手権プ

レイヤーの育成、出前教室の開催など。

56 那須友の会 衣・食・住・家計・子どものことについて幅広い年代の会員と交流しながら学び合っている。

57 なすの三線の会
三線による沖縄音楽の演奏（唄と三線演奏）。主な活動は、イベントへの参加や施設訪問等による

演奏活動、楽器練習や初心者への指導など三線の普及活動。

58 二区町地区社会福祉協議会 見守り事業、世代間交流事業、生きがいサロン事業（毎月第2・第4月曜日）

59 虹っ子童謡合唱団
幼児からおばあちゃん世代までの3世代での合唱活動。イベント、ホールでの演奏や高齢者福祉施

設等での演奏

60 西那須野語りべ炉ばた 子供さんに昔話を面白く楽しく広く伝承していく

61 西那須野地区婦人会 市や地域のイベント等協力、支援学校との交流会、烏ヶ森公園等の草刈り

62 西那須野ハーモニカ・フレンズ ハーモニカによる演奏で各種施設の訪問

63 日本舞踊　舞の会（藤間流） 日本舞踊のボランティア活動

64 人形劇ピノキオ 人形劇公演及び人形劇製作

65 のびる会 視覚障がい者への音訳活動（主に市広報、議会だより、社協だより、会報等）とサポート

66 東那須野カラオケ愛好会 カラオケで福祉施設訪問

67 響会 高齢者施設等々の慰問、公民館祭等の演奏

68 BS栃木OB/OGチーム 災害ボランティア及び地域おこしボランティア

69 ファミリーブラスバンド　マムソウル 子どもも楽しめる演奏で、吹奏楽の楽しさを伝える。訪問演奏で地域みなさんとつながる。

70 ファミリーボランティア那須美 ペットボトルキャップ回収活動及び集計活動

71 ＦＵＮＫＹＴ 行政主催イベントの手伝い

72 風船で遊ぼ！！ バルーンアートの装飾、プレゼント、パフォーマンス、講習会などの他、イベント時などの音響

73 フォークダンス舞夢
フォークダンス他レクダンスを踊りながら、会員同士の親睦を図り、地域イベントの協力、高齢者

施設等への慰問、地域小学校へ指導をしています。

74
ＦＵＫＵＳＨＩＭＡこころつなぐ

プロジェクト

ふくしまに心を寄せる教師や研究者、市民が福島の避難者支援をしている幅広い活動。できる時、

やれることをしたいことをする。ゆるい活動。

75 ボーイスカウト那須塩原1団 ボーイスカウト、ビーバー隊、カブ隊、ボーイ隊、バルチャー隊　各々のスカウディング

76 ボランティアグループたま仲同好会 聴覚障害者の方たちとの交流及び地域イベント等の協力

77 ボランティアてのひらの会 栃の実荘内の喫茶ボランティア及び各行事（納涼祭、クリスマス会など）参加お手伝い

78 マジック愛好会 マジック（手品）の練習、披露、演技

79 まほうのとびら 西那須野図書館で子ども達に読み聞かせを行う

80 三島公民館日本語教室 外国人に対する日本語指導、学習援助

81 みちくさの会 農業体験、花いっぱい運動、もちつき、地域の交流

82 南埼玉地区生きがいサロン 高齢者の居場所づくりを目的とした事業、イベント、講座、交流会など

83 民話いろりの会 地域のイベント等の協力、交流会、老人ホームへ民話の語りボランティア

84 民話の会　りんどう 民話語り

85 むつみ会 民話の唄と三味線の合奏、県北地域の高齢者施設、お祭り、コンクール等で活動

86 睦木の会
大切な方々へメッセージを伝えたいと、絵手紙コミュニティーを通して実践してきました。この活

動を生かして、地域貢献してより多くの人へ絵手紙で輪を広げたいと思います。

87
メイク・ア・ウィッシュ　オブ　ジャパン

栃木地域会
難病と闘っている子どもたちの夢を叶えるお手伝いをしている国際的なボランティア団体です。

88 メイプル・オハナ　ウクレレサークル ウクレレの練習、月に1度程度の施設での演奏

89 門前生きがいサロン 交流広場清掃、脳トレ、こども園訪問、ぼたん園、お茶接待

90 よもぎの会
子育てひろばの開設、親学習プログラムの実施、託児ボランティア、公民館事業等の参加及び協

力、自主研修

91 和装文化伝承会 市や地域のイベント協力、中学校での家庭科（浴衣着装・和装文化等）の出前授業など
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【ボランティアセンター本所】 【ボランティアセンター黒磯】 

住 所：那須塩原市南郷屋５-１６３ 

健康長寿センター内 

電 話：０２８７-４７-６７００ 

F A X：０２８７-４７-６６９０ 

E メール：v.center@ns-shakyou.jp  

住 所：那須塩原市桜町１-５ 

いきいきふれあいセンター内 

電 話：０２８７-７３-００７３ 

F A X：０２８７-７３-００７３ 

E メール：k.vcenter@ns-shakyou.jp  

                         

５月 

イベント ０件 ０人 

６月 

イベント ０件 ０人 

託児  ０件 ０人 託児 ０件 ０人 

その他 １件  ５人 その他 ４件 ２５人 

合計 １件 ５人 合計 ４件 ２５人 

 

団体 個人 

１１２団体（非公開含む） ７１人 

 

 
発行：社会福祉法人那須塩原市社会福祉協議会  

ボランティアセンター本所 TEL 0287-47-6700  FAX 0287-47-6690 
〒329-2705 那須塩原市南郷屋 5-163（健康長寿センター内） 

 Ｅメールアドレス v.center@ns-shakyou.jp 
 ホームページアドレス http://ns-shakyou.jp/ 
 ★メール、FAX、お電話で皆さまの感想や情報をお寄せください。 
  

（公財）車両競技公益資金記念財団 

令和２年度ボランティア活動振興事業 

対象団体  ２年以上のボランティア活動実績があり、活動 

が継続されていること 

対象事業  高齢者・心身障害（児）者に対するボランティア 

活動に直接必要な器材の整備事業 

対象経費  当該事業に直接必要と認められる器材整備の経 

費とし、５０千円を越えるもの 

助成率及び助成限度額 

   ９／１０以内とし、限度額は９００千円とする 

申請方法   申請書類を７月３１日（金）までに栃木県共同 

募金会へ提出する 

問合せ先  栃木県共同募金会 TEL028-622-6694 

 

★☆★収集物報告★☆★ 

皆さまからお預かりしました≪プルタブ≫

を次のとおり寄付しました。 

【令和２年３月～５月分】９．３５ｋg      

※障害者福祉施設に寄付し、施設の活動に

役立てられています。 

ご協力ありがとうございました 

情報誌に掲載する情報を募集しています！ 

★ボランティア募集、投稿記事 

などボランティアに関する情報 

をお寄せください。情報誌の発 

行は、奇数月の２０日です。 

 

助成金情報  
 

※詳しくは、直接助成団体へお問い合わせ 

ください。 

ボランティア登録数（６月３０日現在） 

ボランティア活動実績  

８ 

http://ns-shakyou.jp/

