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福　
　
祉

市川喜英由会
毎月第１、第２、第３水曜、木曜日に町の公民館で津軽三味線
の練習を実施しています。喜英由会は練習で身につけた演奏を
近隣の介護施設や催し物等で発表をしています。又、中学校で
三味線体験講座を実施しています。

毎月、第１、第２、第３
水曜日、木曜日

須田由雄
55－1567

町公民館

NPO法人　縁人
毎日事業所にて、障がい者を日本のエンジンにするべく、たく
さんの作業を通じて、社会参加（就労）する為の活動をしてお
ります。障がい者のみならず、たくさんの方に、事業所に来て
頂きたいです。

毎週月～金曜日 原田孝之
090－4629
－6636栃木県全域

佐川野事業所内

NPO法人
チーム・ユーチャリス

盲導犬の育成を支援するボランティア活動を行っています。年
間を通して各地のイベントに参加しての活動なので、関心のあ
る方は電話下さい。ボランティア活動は自分磨きです。参加資
格に制約はありません。

年間のイベントに合わせ
ての活動となります 松澤　諭

090－2620
－1092事務所

古河市小堤545－３

NPO法人　道しるべ

①遺言や相続に関する相談
②高齢者や外国人からの生活相談
③外国人のビザや国際結婚に関する相談
④高齢者を対象にした旅行会の実施
⑤空き家対策事業

随時
島田雍士
090－9148
－0430

野木町友沼4690－１

おりひめ
虹の舎に於いて、毎月第２火曜日・第４水曜日おり紙体験活動
を実施。デイサービス虹の舎に来られる方を対象にしており、
動く折り紙や遊べる折り紙を折り会話を楽しみ情報交換を図っ
ています。男性の参加歓迎です。

毎月第２火曜日第４水曜
日

河田政子
55－1910

特別養護老人ホーム
虹の舎

傾聴野木

定例会→毎月第３月曜（全員参加）
傾　聴→毎月火、木曜→ひまわり荘（集の舎）
　　　→毎月土曜→キラリの舎
　　　→個人宅は、配食傾聴、ご希望とする。
イベント支援→夏祭り、花見会、運動会

原則活動日に参加出来る
人。個人宅は配食傾聴と
する。 多田美一

56－0259
ホープ館（定例会議）→
全員参加

県南圏域障害者就業生
活支援センター
めーぷる

障がいのある方の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育
等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一
体的な相談支援を実施しています。県内には６カ所あり、居住
地によって利用の仕方が変わります。

平日（月～金）
９：00～17：00 梁島和由

0282－86
－8917小山市・下野市・栃木

市・壬生町・野木町・上
三川町

五家英子とみんなで楽
しく踊ろう会
のぎコスモス

よさこい踊り、車イスダンス、ソング手話で心のふれあいを大
切に活動中!!　
①施設慰問…�花の舎病院・ひまわり荘・虹の舎・キラリの舎・

こもれびの舎・他　
②イベント…�根渡神社奉納祭・ひまわりフェス・ふれあい夏祭

り・さくらまつり・ゆ～らんど祭・よさこいパ
レード・他　

③文化祭参加

毎週土曜日
19：30～21：30

鈴木記代子
080－5173
－6333

南赤塚小学校体育館・公
民館

五家英子とみんなで楽
しく踊ろう会
野木ひまわり

月に平均３～４回ボランティアをし、利用者たちと楽しんでい
ます。地元のイベントや敬老会。地元以外でも参加をし、楽し
んでふれあいの輪を広げています。地域の方が少しでも参加し
てもらえたら嬉しいです。

毎月第２、第４金曜日 武島キミ子
090－7013
－0836公民館　幼児室

さわやか
毎日約15台の社用車が、野木町及び近隣の区域を訪問中に一
人暮し等の安否確認の立ち寄りを実施しています。巡回訪問は、
看護師、ホームヘルパー、介護支援専門員等の医療や介護の有
資格者で行っています。

適宜
永塚鉄男
57－4884

有限会社さわやか

社会福祉法人パステル

障がいのある方が、その方の個性を発揮して一生懸命に仕事を
行っています。お弁当やお惣菜の製造・販売・納品と農園芸で
の野菜やお花の栽培・収穫・販売を行っています。また、企業
様からの委託作業でのギフトのセットアップ加工も行っていま
す。地域の皆様のお困りごとに相談に乗りながら利用者の皆様
と一緒に活動していきたいと思っています。お気軽にお電話や
パステルに遊びに来てください。お待ちしています。

随時
永倉國秀
54－1387

社会福祉法人
パステル内および町内
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福　
　
祉

シルバー大学校同窓会
野木支部

①りんご保育園にて不定期で子供遊び実施。
②�特別養護老人ホーム「キラリの舎」「虹の舎」等でそば打ち
ボランティアの実施。　
③�地球温暖化の取り組み消費電力を減らし、二酸化炭素（CO
２）の排出量を今よりもっともっと減らして、温暖化を食い
止める運動。

毎月第１火曜日
萩原紀男
57－1317

ホープ館

点友会「のぎ」
野木町の全中学、小学校での授業、小山点字サークルとの交流
会、各種研修会、行事等に参加、広報、暦や時刻表その他　個
人障がい者の方の要望（教科書や本等）の点訳。各小中学校で、
点訳学習を中心に活動をしています。

第２、第４火曜日
10：00～12：00

小杉邦子
57－3886

ホープ館

特定非営利活動法人
みらい

レストラン（カレーハウス）の運営や製作活動、除草作業等を
通して、就労支援を行っています。また当事者の方が身近に相
談できる窓口や、家から出るきっかけとなるような居場所も提
供しています。

月～金曜日
９：30～16：00

清野恵美子
57－2673

野木町丸林371－12

とちぎミュージック・
ケア研究会

だれでも、どこでも、いつでも楽しめる音楽療法です。介護予
防や認知症予防、子育て支援などに効果があります。どこへで
も出張致しますので一緒に音楽を楽しみませんか？

ご希望に合わせて要相談
中島麻里
0285－39
－6088

社会福祉法人パステル

野木手打ち蕎麦愛好会
・�特別養護老人ホームや老人会、ふれあいサロン等で、蕎麦打
ちボランティアに取り組んでいます。
・勉強会第１土曜日、定例会第３水曜日に実施。
・蕎麦打ち技術のＵＰと、会員相互の親睦を図っています。

毎月・第１土曜日、第３
水曜日

町井　寛
56－2135

野木町公民館

ひびきの会
歌が好きで、楽しく歌い、語らう仲間づくりをしながら、ボラ
ンティア先の施設の皆さんと共に楽しく歌う奉仕活動をしてい
ます。（ピアノの伴奏で月２回の歌の集い）

練習：毎月第１、第３水曜
日13：30～（約２時間）

田畑久子会
長宅
57－1097

老人介護施設（こもれ
び、ツクイ、平成園）他
練習場所：野木町公民館
２階　第３研修室

共楽マジッククラブ
野木支部

シルバー大学校（中央校）のクラブ活動が平成23年卒業後、
団体を結成し現在に至っております。子供・老人向にショーを
保育園、児童館及び各老人介護施設等で行っています。

依頼先より１ヶ月後の指
定日 中村　利

090－6936
－9278

依頼先よりの指定場所

フロラシオン二胡研究会
高齢者施設の慰問演奏や地域の高齢者サロンなど、各種イベン
ト演奏に向けて、定期的に集まり練習しております。二胡の音
色で皆様に少しでも癒しをお届けできるように精進しておりま
す。

毎月２回
鈴木温子
23－1231
（きらり館）

きらり館

手打ちそば
「ゆら～り野木」

老人ホームや町内会のイベント等に、ボランティアで「手打ち
そば」を提供します。そば打ちを習いたい人に講座等を開き、
初歩から親切丁寧に教えて、そば打ちを楽しんでいただきます。

毎週火曜日定例
その他依頼者の希望日に
調整 中村　利

55－1054
野木町・小山市・栃木
市・壬生町・古河市

ほっと♡ステーション
地域と子どもがつながり、孤立しがちな大人が交流できる場で
ありたい。食事をしながら、話をしながら、楽しいひとときを
作りたい。このような目標を掲げ、現在は月に１回ですが地域
食堂として食事を提供しています。

毎月第３金曜日
小関良枝
55－0647

きらり館
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子
育
て
・
子
ど
も
の
健
全
育
成

オピニオン友の会
野木支部

子どもと共に親も学び、体験できる機会を設け、和やかな家族
づくりのお手伝いをしています。料理を作ったり、日本の伝統
の門松づくりをしたり、さまざまなものづくりの体験や工場を
見学したりしています。

年間の予定を立てていま
す
（特定曜日はなし） 鈴木三枝

56－0783
公民館、ホフマン館他

子育てサロンボラン
ティア　えくぼ

新橋児童館、あかつか児童センターで子育てサロンを開催して
います。子育て中のママの話相手になったり、ママ同志がお
しゃべりできるように、お子さんと遊んだりして、ママ達のお
手伝いをしています。

第３、第４月曜日
伏木洋子
56－1439

新橋児童館及びあかつか
児童センター

こくら工房 ①小学生、幼児などを対象にしたバルーン工作教室の実施。
②地域イベントでのバルーンプレゼント活動の実施。

平日、土・日・祝日（依
頼にあわせて活動日を調
整しています） 小倉克洋

090－5199
－6673宇都宮市まちづくりセン

ター，きらり館

こんぺいとう ①友沼小学校にて年間５回、各教室で絵本の読み聞かせを実施。
②図書館まつり、おはなしマラソンへの参加。

読み聞かせ年５回（火曜
日）、選書とリハーサル
年10回 小湊敏子

57－0085
友沼小学校

全国友の会　野木支部
小山友の会野木支部は会員約15名です。月２回、近くの人が
集まって、羽仁もと子著作集を通して、私達一人一人の基本的
な生活、衣・食・住・家計・子どものこと・人としての生き方
や、生活技術を学び合い、社会にも働きかけています。

毎週金曜日・他
９：30～12：00

三田村幸子
56－1245小山友の会・丸林西会

館・野木町公民館・会員
宅等

竹とんぼの会
活動日は特に決まっておらず、各団体より要請があれば出張し
活動しております。毎年15回前後の要請依頼が有り、物作り
を通して子供達とのふれあいを大切に活動しております。

随時
前川益徳
55－1424

きらり館

野木町更生保護女性会

①�社会を明るくする運動として、JR野木駅構内に生花飾りやエ
ニスホール近くの県道沿い三角花壇等の管理。
②�子育て支援として、町内各小学一年生とのチューリップ球根
の植付けと町内各中学二年生の立志式祝に愛の鈴と絵手紙の
プレゼント。

随時
伏木ミサ子
55－0093

野木町を中心に関東甲信
越等全国組織で活動

絵本の会

①�町立図書館にて、毎月第２水曜日に絵本についての勉強会を
実施。
②毎月、図書館絵本コーナーにて絵本の清掃。
③�毎年12月に、町立図書館で小学生向けと幼児向けクリスマ
スおはなし会を各１回開催。

主に第２・第３水曜日
西巻ちず子
55－1096

野木町立図書館等

南赤塚小学校　お話会
ミックスジュース

南赤塚小学校の各教室・図書室にて絵本の読み聞かせを行って
います。年間十数回の予定の日には、子ども達が喜んでくれる
よう努力しています。子ども達もその日を楽しみにしてくれて
いたら嬉しいですよね！

年間十数回
関　　勝
090－8340
－5862

南赤塚小学校

昔話の会
①�野木町図書館研修室にて月１回、小澤俊夫先生（昔話大学主
宰）の昔話の語法、他についての勉強会を実施。
②�年４・５回野木町図書館おはなしコーナーにて「子どものた
めのおはなし会」を開催。

毎月第１金曜日、年４・
５回（不定期）のおはな
し会 笹倉利江

57－3094
野木町立図書館

ガールスカウト
栃木県第29団

「自己開発」「人との交わり」「自然とともに」に基づいて、野
外活動やロープワーク等の技術を身につけ、環境や福祉も考え
ていきます。幼少からの継続した活動により、社会に奉仕でき
る少女から女性へを目指しています。

月２回、日曜日
10：00～12：00 渡辺美千代

090－7711
－1556野木町公民館

どんぐり公園（新橋学区
内）



種類 団体名 活動内容 活動日・活動拠点 連絡先

ま
ち
づ
く
り

読書のまちづくり応援団

①本に親しむための活動（奇数月）
　読書サロン、ビブリオバトル、講演会など
②図書館に親しむための活動（偶数月）
　音楽サロン、手づくり講座など
③図書館ボランティア活動（環境美化など）

主に毎月第３日曜日
松澤孝三
090－7730
－1966

野木町立図書館

野木町公民館サポート
ボランティア

公民館との協働講座・親子ゼミ「野木・まちなかグリーンツー
リズム」や「夏休み工作教室」等を実施。公民館をサポートす
るとともに、地域活性化を目指す。町文化祭や公民館まつりで
は模擬店の出店協力をする。

毎月第４火曜定例会
催しは随時 川元由美子

56－1241
090－9319
－6991野木町公民館

のぎまちづくりネット
ワーク

野木町を少しでも良くするため、町民の皆様と一緒に活動し協
働のまちづくりを進めています。・「歌声喫茶」隔月１回・きら
り大楽院「シニアの地域デビュー」講座・のぎの楽市「えんに
ち」年１回開催。

毎月１回企画会議開催
浜田敏路
56－0382

きらり館

はたけの会
毎週土曜日の野菜つくりを通して20余名会員の親睦とまちの
活性化に貢献することを念頭に25年活動を行っている。毎年
恒例の「いもほり大会」開催や町行事などに積極参加。

毎週土曜日
松原　寛
57－9209

友沼4753付近
遊休土地

花咲かせ隊
野木駅の東西ロータリー内の植栽管理、きらり館の花壇の植栽
管理、ひまわりフェスタの手伝い、ホフマン館の一部手伝等を
行い、一年間を通して花一杯町作りに努めていきます。たのし
い汗を一緒に流しませんか。

第１、第３水曜日
８：30～12：00 藤間猛夫

080－3122
－6543野木駅東・西口、きらり

館、ホフマン館

ひまわり真空管クラブ
・�読書のまちづくり応援団様と図書館ホールにて音楽サロンを
共催。
・偶数月に開催。13：30～16：00
・詳しくは野木町広報をご確認ください。

偶数月に開催
13：30～16：00

石塚和則
55－2198

町図書館２Ｆホール

憩の家「卯（うさぎ）
の里」

地域の人達の親睦の場として、健康麻雀、将棋、囲碁、料理等
が出来る施設で、５部屋があり、仲間同士のコミュニケーショ
ンが図れる場となっています。尚、手打ちそば・うどん教室も
定期的に開催中。利用者や参加者を広く募集しています。

通年 野田光典
55－2263
090－3048
－6773憩の家「卯の里」

野木町友沼5905－49

環
境
保
全

竹林ボランティア
発足してから町内の竹林の整備を行ってきました。作業は参加
者それぞれの体調に合わせて楽しくやっています。竹林の中の
空気はさわやかです。春のタケノコも楽しみです。ストレス解
消にちょっと一汗流しませんか？

毎月第２、４日曜日
９：00～11：00

稲葉秀子
57－3435

北山公園９：00集合で
南赤塚地内の竹林

野木町森林ボランティ
アグループ

①�赤塚自然の森の下草刈りや山野草の保護などの保全活動を実
施
②�冬季には他グループも参加し、たき火による焼きいも体験等
の交流活動の実施
③町内平地林を紹介するDVD作成

不定期
舘野孝良
090－5573
－1427

赤塚自然の森

野木町の自然環境をい
かす会

ラムサール登録湿地の渡良瀬遊水地と思川河畔の自然環境の素
晴らしさを再発見し、保全する目的でスタートした。現在は野
木町全域に目を向け、自然や農村の魅力を情報発信するべく努
力している。

毎月第２金曜日が定例会
行事は随時 川元由美子

56－1241
090－9319
－6991きらり館



種類 団体名 活動内容 活動日・活動拠点 連絡先

環
境
保
全

野木町平成会
常日頃から会員一人ひとりが自主的に不法投棄監視パトロール
を行い、不法投棄されたゴミは、毎月１回土曜日の午後に回収
することで、地域の自然環境の美化の向上に努めています。

毎月１回土曜日午後
針谷良七
56－1118

町内全地域

のぎ水辺の楽校
応援倶楽部

①子どもが安全に自然観察や自然体験をできる環境整備
②�水生動植物の育成、ホタルも舞う里づくりの創生を目的とし、
地域の自然環境を守るとともに、野木町の活性化に寄与する。
③�めぐまれた自然環境管理のため湧き水を流す水路・遊歩道整
備、清水に生息するゲンジボタルの育成、雑草刈、草花育成
等。

毎月第２・第４日曜日
松平親夫
090－6152
－4598のぎ水辺の楽校周辺（清

水谷）

馬場公園花壇愛好会
「オアシス」

丸林西中三、西中四自治会の会員を中心に馬場公園の花壇の美
化に努めています。四季折々の花が楽しめるように、１年草の
植え換えだけでなく、宿根草や多年草の苗や球根を植えて管理
しています。

３月から11月の第２日
曜日
８：30～９：30 森田千恵子

51－5527
馬場公園内の花壇

フラワーサークル
野木町公民館の花壇、プランターを中心に、役場内花壇の花の
植え込みや草取り等の管理を行っています。毎回、作業と懇親
打合せ会が半々で、無理なく楽しくをモットーにしていますの
で、興味のある方は気軽に声をかけて下さい。

毎月第１、第３水曜日
９：30～11：30

真瀬正弘
57－3551
090－7273
－9411（昼
間）野木町公民館

都公園花の会
公園に来た方々に花も楽しんでいただきたいという思いで花壇
を設置し、楽しくお世話をしています。無理なく、できる範囲
でをモットーに活動していますので、一緒にやりませんか。

毎月第２水曜日
９：00～10：00

真瀬正弘
57－3551
090－7273
－9411（昼
間）丸林の都公園

NPO法人
わたらせ未来基金

わたらせ遊水地環境学習フィールド１＆３を中心に湿地再生の
為の外来植物等除去作業や、生物調査ゴミ拾いヨシを活用した
腐茎土製造販売、啓発の為のイベントやシンポジウム等の開催、
遊水地の自然を次世代に残す活動。

第３日曜日を中心に月１
回～　詳しくはホーム
ページ参照 小坂田　努

090－3068
－4911渡良瀬遊水地内（詳しく

はホームページ参照）

地
域
安
全
・
安
心

小山警察署
野木交番連絡協議会

小山警察署（野木交番）や野木町が行う防犯活動や交通安全活
動への協力と独自に地域の安心安全向上のための啓発活動を行
う。また、会員相互の研修会や小山警察署管内の団体との情報
交換の交流を行う。

随時（毎月２～３日）
田村賢樹
56－0046町内主要道路交差点、野

木駅、町内金融機関周辺
等

小山地区安全協会
女性部会野木支部

①春・秋・年末の交通安全期間中の啓発活動。
②月１回、早朝街頭啓発活動。
③高齢者ふれあい交通安全教室の開催。
④�町駅伝大会時交通整理
　・県市町交通安全事業に協力
　・きらり館事業に協力等。

毎月１回早朝啓発、春・
秋・年末啓発活動、高齢
者に対する安全教室 菊池フミ子

57－1478
小山警察署、野木町役場
総務課

学
術
文
化

押し花ハッピーワールド

押し花を通して、野木町の身近な草花に興味を持ってもらい、
日頃、気がつかない道端に咲いている雑草などにも目を向けて
もらう事で、ささやかな喜びを生活の中にとりいれていただけ
たら幸いです。町の老人福祉施設へ押し花の体験をしていただ
くための訪問を行っている。また小学校での体験も行っていま
す。

第３火曜日
午前10：00～12：00 秋元弘美

080－5437
－1383

きらり館

コーラスマーガレット
自分たちの好きな曲を楽しく元気に歌いたいという仲間です。
月２回の練習ですが、公民館まつりや文化祭音楽祭等に参加す
るのも励みになっています。としとらーず混声コーラス隊を目
指しています。何方でも入会歓迎。

毎月第１・３木曜日
13：30～15：00

星野英子
55－2232

町公民館
ピアノのある部屋



種類 団体名 活動内容 活動日・活動拠点 連絡先

学
術
文
化

混声合唱団コールエニス
声楽家で音楽大学の教授でもいらっしゃる山﨑岩男先生にご指
導いただき、毎回楽しく練習しています。山﨑先生の、厳しさ
の中にもユーモア溢れる楽しいご指導は一見の価値ありです。
是非ご見学にいらしてください。

毎月第１・第３・第４日
曜日 深沢家佐子

090－6111
－0168野木町公民館

第３研修室

野木エニス混声合唱団
野木エニス混声合唱団は団員30数名、毎週金曜日、町公民館
で練習に励んでおります。歌を通して、文化祭参加、ひまわり
荘、虹の舎訪問等喜ばれています。町民の歌講座等を実施し、
町民に歌の楽しさを広めたい！

毎週金曜日
19：00～21：00

斉藤朝子
57－3516

野木町公民館

野木町煉瓦窯を愛する会

①�町民の宝、野木町煉瓦窯の案内・ガイド。ホフマン館への予
約の団体が中心です。
②�煉瓦窯の歴史の伝承。ガイド養成育成として講座の拡大（特
に英会話での）。
③煉瓦窯建造物の見学・学習。

定例会として毎月第４木
曜日、隔月の学習会、毎
日ガイド 小村敏雄

55－2015
ホフマン館（煉瓦窯・展
示室）

のぎ・歴史を歩こう会

①�毎月第１金曜日に月例会を実施。史跡めぐりの打合せと会員
間の情報交換を行っている。
②�史跡めぐりは野木及び周辺の史跡発掘の他、城めぐり・寺社
めぐりを行い、年２回、一般を対象に募集し、東京下町歴史
散歩も実施。

毎月第１金曜日
月１回の史跡めぐり

関根秋雄
57－9631

きらり館

ひまわりパッチワーク会
きらりフェスタでは、作品の展示と共に、体験コーナーを設け
たり、会員が作ったティッシュカバーを参加者に配ったりしま
した。きらり館での中学生のインターンシップでは簡単な小物
作りを教えたりする事もあります。

月１回　第３水曜日
10：00～12：00

舘野富子
56－2161

きらり館

フェアリーベル
ハンドベルの演奏活動グループです。
①毎月２回、日曜日に公民館にて練習。
②町文化祭、公民館まつりに出演。
③児童館、他、施設にて慰問演奏を実施。

毎月日曜日２回
平岡みゆき
56－0388

野木町公民館

フラ・サンフラワー
フラ・ダンスによる、福祉施設の訪問を活動の目的とし、近隣
施設への賛助出演、交流会参加等も行っています。小山市のグ
ループホーム、虹の舎、ひまわり荘など訪ね、入居者共々楽し
い時間を過ごせる喜びを感じています。

月３回
月・水・木・金・土曜日

濱田美智子
56－0382

野木町公民館

のぎまち史談会
毎月第１日曜日に古文書解読の為の学習のサポートを行ってお
ります。その他ご自宅に、ご先祖様が残した文書があり、それ
を読むことが出来ない時に、解読のお手伝いをさせていただき
ます。

毎月第１日曜日
松本圭司
090－8849
－7374

きらり館及び事務局

二胡を愛する会
毎月２回李涛（リトウ）先生指導で色々な曲練習
年１回、古河、総和教室と合同コンサート
その他　ひまわり館、ほたる祭り、施設等で演奏
「仲間募集中」私達と一緒に二胡ライフ始めませんか？

毎月第１、第２水曜日
13：00～16：00 小杉邦子

080－5878
－6222

きらり館

情
報
化
社
会

きらりネットサロン
「認知症を予防し、シニアの方々を元気にします。」を目的に、
スマホの楽校、スマホ・タブレットカフェを開催しているボラ
ンティアグループです。毎月第２、第４水曜日にきらり館でお
待ちしています。

毎月第２・第４水曜日
10：00～12：00 伊東正道

080－3249
－1965

きらり館



種類 団体名 活動内容 活動日・活動拠点 連絡先

情
報
化
社
会

のぎパソコンクラブ
ボランティア活動・自治会活動・趣味等パソコンを利用する機
会が多いため、シニアを対象に１年間学習し、終了後活動に活
かします。「きらりフェスタ」参加・「公民館まつり」参加・公
民館パソコン講座支援

毎月第１・３水曜日
各午前　定期学習

浜田敏路
56－0382

町公民館第４研修室

パソコンサロン
町公民館にて、毎月第２木曜日13：30～15：30　毎月第３
土曜日９：30～11：30　パソコン初心者対象の相談室を無料
で開催しています。どなたでもお気軽にお訪ね下さい。お待ち
しております！

毎月第２木曜日・第３土
曜日

滝口興二
56－2510

町公民館

健　
　
康

アフリカンダンスOB会

①�イベント参加や各種施設訪問等ボランティア活動を通して地
域活性化に努めています。
②�練習日は毎月第１第４月曜日。アフリカンダンスは老若男女、
健常者も障がい者も誰でもが癒される不思議な魅力がありま
す。

１～２回　月のイベント参
加や各種施設訪問、練習
は毎月第１・第４月曜日 千葉嘉久夫

56－0215
シルバー大南校（練習場
所検討中）

いきいき健康支援隊

①�手打ち蕎麦・健康麻雀認知症サポーター等の講座を開催し高
齢者の認知症予防を図る。
②�各講座年１～２回　実施・高齢者の認知症予防と改善の為、
蕎麦や麻雀をツールとして、コミュニケーションや脳の活性
化等を図る。

健康麻雀教室２回／月
蕎麦打ち認知症講座１～
２回／年（不定期） 千葉嘉久夫

56－0215健康麻雀教室（きらり
館）、蕎麦打ち認知症講
座（公民館）

気楽に歩こう会
健康で明るく元気なシニアづくりをモットーに活動。ウォーキ
ングを通して県内外の地域を訪れ、歴史文化等に触れ、心身共
にリフレッシュし、満足感を覚える活動を展開。活動日はパン
フレットに記載の通りで参加は自由。

毎月１回（８月は休
止）・活動計画表（パン
フレット）を参照 齊藤逸郎

56－0232

県内及び県外

のぎ健康麻雀教室
麻雀を通じて健康の増進、認知症予防を図り、併せて会員相互
の親睦、友好を目的としています。麻雀を楽しみながら頭を働
かせ指先を動かすことで老化防止も期待出来ます。入会資格は
野木町民60歳以上、男女不問。

第４木曜日
９：00～16：00 小倉清司

080－5401
－1649

きらり館

野木山想会

①山行・年400回弱　
②公開ハイク（町民対象）　
③ハイキング教室（野木町体育協会）　
④�クリーンハイク（４月＝足尾・５月＝日光山域・７月＝那
須・11月＝太平山）　
⑤ボランティア＝気仙沼市13回、栃木市・佐野市４回
⑥登山・ハイキング講習＝10科目（座学・実技）　
※野木町を中心に登山・ハイキング文化を。

毎月第１水曜日
19：00～月例会

大貫恵一
080－3250
－4104

野木町公民館及び近郊の
山、アルプス、海外

野木町ラジオ体操愛好会

正しいラジオ体操習得のため毎月第２火曜日公民館で教室開
催。毎月第２水曜日ホフマン館で教室開催。毎月第４火曜日
ホープ館で教室開催。毎月第２土曜日間々田しらさぎ館で教室
開催。毎月第４土曜日小山城南「ゆめまち」交流センターで教
室開催。

活動時間１時間
野田光典
55－2263

きらり館

災
害
支
援

栃木ボランティア団体
ヤンベ

東日本大震災直後結成し、被災地へ訪問し、復興を共に歩んで
おります。主に気仙沼へ訪問しております。どなたでも参加で
きますので一緒に東北を応援しませんか？また児童養護施設の
支援も行っております。

不定期
原田孝之
090－4629
－6636

被災地



きらり館ご利用案内
　野木町ボランティア支援センター（きらり館）では、
ボランティア活動等に関するさまざまなサービスを提供
しています。

第１・第２会議室
登録（団体・個人）されている方がお申込みの
上、ご利用いただけます。
◆ご利用人数
　第１会議室15名程度、第２会議室30名程度
◆１回３時間以内、月２回まで使用できます。
◆�利用申込みは、使用する２か月前から受付を開
始します。

展示館
ボランティア活動、生涯学習に関する活動情報や
作品展示などを発表する場としてご利用いただけ
ます。
※�利用申込みは、使用する６か月前から、10日
前までにお願いします。

交流室
交流室は、町民どなたでもお気軽にご利用いただ
けます。
※�少人数での打
合せにもご利
用できます。

展示コーナー
各種イベント、ボランティア情報を展示しています。 メールBOX

登録団体の方のみ、無料
でご利用いただけます。
※�文書、チラシの配布等
にご活用ください。

第１会議室

第２会議室



コピー機・印刷機
登録（団体・個人）されている方のみご利用いた
だけます。用紙は各自でご用意願います。
※�印刷枚数が多くなる場合は、ご相談ください。

パソコン
ボランティア等に関する情報収集を目的として、
インターネットによる検索など無料でご覧いただ
けます。

ホームページ
ボランティア情報、町民
活動紹介に関する情報を
掲載しています。

ボランティア活動証明書
野木町が行う事業やイベント、登録団体・個人が行うボランティア活動に１日以上（３時間以上）参加、
支援し、申請書をご提出いただいた団体・個人の皆様を対象に次のような「ボランティア活動証明書」を
発行しています。

ボランティア活動証明書

　　　　　令和　○○年〇〇月〇〇日

　貴殿　/　貴団体は、下記のとおりボランティア活動に参加し、
真摯に取り組まれたことを証明致します。

◎氏名（団体名）：

◎活動内容　　　：　

◎活動年月日 ：　　令和〇〇年〇〇月〇〇日

　　　　　～　　令和〇〇年〇〇月〇〇日

野木町ボランティア支援センター「きらり館」

センター長　：　　　　 ㊞

住　所　：　栃木県下都賀郡野木町大字友沼4930-1

　☎ 　：　０２８０－２３－１２３１

F A X　：　０２８０－２３－１２３２

E-mail　：　kirarikan@pearl.ocn.ne.jp



野木町レンタサイクル
中学生以上のどなたでも、無料でご利用いただけます。
◆ご利用時間
　 ４月～９月　９時～17時（受付は16時まで）
　10月～３月　９時～16時（受付は14時まで）
◆貸し出し台数
　大人用６台
※身分証明書等をご持参ください。

交通アクセス
JR宇都宮線野木駅西口下車
徒歩約15分
JAおやまのぎ松原大橋直売所前

駐車場
20台分（車いす用１台）があります。
館内入り口はスロープ、施設内はバリアフリー
になっております。

野木町ボランティア支援センター きらり館
〒329-0101　栃木県下都賀郡野木町大字友沼4930-1
ＴＥＬ 0280-23-1231　ＦＡＸ 0280-23-1232
E-mail　kirarikan@pearl.ocn.ne.jp

令和２年12月
発行：野木町町民生活部生活環境課

開館時間
火曜～土曜日　9:00～17:15
日曜日、祝日　9:00～17:00
18時以降21時までの会議室のご利用はご相談
ください。

休館日
月曜日
年末年始（12月29日～翌年１月３日まで）
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