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○施設の利用  

◇野木町ボランティア支援センター設置の目的と役割◇ 

野木町ボランティア支援センターは、 

①ボランティア活動・町民活動を普及、啓発及び支援する場 

②町民一人ひとりが活動の情報を得ることを通して仲間づくりができる場 

③ボランティア活動・町民活動団体の自立・成長を支援する場 

④町民・NPO・ボランティア、行政、企業との協働を促進するためのネット

ワークづくりの場 

を目的として作られた施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇利用する方の活動◇ 

  

 

 

 

  

 

 

※ 但し、上記の活動にそぐわない活動及び宗教活動・政治活動・選挙活動・公

益を害するおそれのあるものの活動は除きます。なお、登録されていても上記の

利用基準に合致しない活動は、センターを利用することができません。 
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交  流 

理解促進 
ボランティア 

登録・相談 

 

情報収集・提供 

情報の一元化 

広報 

研修 

自らの意思で行うこと 

活動を『したい！』という気持ちから 

社会における問題点を見つけ、解決すること 

社会をよりよくしていこうとする 

気持ちをもって 

見返りや報酬を求めての活動ではないこと 

活動場所 

事務機器の提供 

 

コーディネート 

 

 

 



◇情報の収集と発信◇ 

・登録団体、個人及び近隣中間支援センター等からの情報の収集と情報 

誌の毎月１回の発行、町広報誌、ホームページ、ブログによる情報の発

信を行っています。（投稿及び掲載依頼は、常時受け付けています。） 

◇登録方法◇ 

・センターを利用する団体・個人の方は、あらかじめセンターへのボラン

ティア登録が必要です。 

・登録できるのは、原則として野木町を拠点に活動する団体・個人ですが

活動の趣旨や内容によっては登録ができないことがあります。 

 

① 個人・団体の活動内容により、登録の可否判断をさせていただきます。 

② 「野木町ボランティア支援センター登録申請書」に記入をお願いします。 

   併せて「情報公開に係る取り扱いチェック表」の記入もお願いいたします。 

③ 活動の内容、会則や資料またはパンフレット・チラシ等もあれば、提出して

ください。 

④ 承認後、「登録証」をお渡しいたします。 

 ・登録完了後、きらり館の施設利用が可能となります。「利用の手引き」参照。 

 

 

すでに登録を済ませた団体等で、登録内容に変更（代表者・連絡先など）

があった場合は、できるだけ早くお知らせください。 

 

 

※ 次の施設・設備を利用する場合は、登録が必要です。 

 

 

 

 

 

※ 次の施設設備を利用する場合は、登録の必要はありません.。 

 

 

 

 

 

 

３ 

会議室 

コピー機 

印刷機 

メールボックス 

交流室 

パソコン 

展示コーナー 

貸し自転車 

 

 

 



○施設の使い方 

◇会議室◇  

第１会議室   ご利用可能人数 15 名程度（椅子のみ使用 25 名程度可能） 

第 2 会議室   ご利用可能人数 25 名程度（椅子のみ使用 40 名程度可能） 

・利用時間 

 午前 午後 夜間 

時間 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～21：00 

※ 準備、後片付けを含め最大 3 時間まで利用できます。 

・利用料金 無料 

・利用方法 予約は希望日の 2 ヵ月前から受付け開始。 

     （例：９月 10 日使用の場合７月 10 日から予約できます。） 

     原則、「野木町ボランティア支援センター施設等利用許可 

書」の提出により、予約を受け付けます。 

夜間利用の場合は、２週間前までに申込みください。 

・利用回数 原則として 1 ヵ月、1 団体 2 回まで利用可能です。 

・利用時間 1 ヵ月間で、最長 6 時間まで利用可能です。 

◇交流室◇ 

・登録されていなくても、予約なしで自由に利用できます。 

◇パソコン◇ 

・利用時間   9：00 ～ １７：00 （最大 1 時間） 

・利用料金   無料 

・利用方法   先着順。利用の際は受付ノートに記入ください。 

・利用の注意   

     ①パソコン及びソフトの設定等は、一切変更しないでください。 

     ②持ち込んだソフトのインストールはしないでください。 

     ③データなどはパソコン内に保存せず、持参した USB・CD

などに保存してください。 

     ④印刷はできません。 

     ⑤保存したデータなどは、随時削除させていただきます。デ

ータが失われても責任を負いません。 

⑥ 趣味的なインターネットの閲覧・E-メール・チャット・掲 

示板などの利用はできません。 
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◇コピー機◇ 

・利用料金    無料 

・利用日・時間  火曜日～日曜日（月曜日休館・年末年始は除く）） 

9：00 ～ 17：０0 

 ・利用申込    事前に「きらり館」に内容、利用予定等を連絡のうえ、 

         お越しください。（予約は受けておりません） 

・登録されている団体・個人の方が利用できます。 

ただし、用紙は各団体・個人でご用意ください。 

（コピー枚数が多くなる場合は、ご相談ください。） 

◇印 刷 機◇ 

・利用料金    無料 

・利用日・時間  火曜日～日曜日（月曜日休館・年末年始は除く）） 

9：00 ～ 17：０0 まで 

 ・利用申込    事前に「きらり館」に内容、利用予定等を連絡のうえ、 

         お越しください。（予約は受けておりません） 

 ・利用上の注意  

① 印刷に使用する用紙は、すべて利用者で用意してください。 

② 作業は、利用者本人が行ってください。 

③ カラーコピーはできません。 

④ 写真などの画像は鮮明に印刷できません。 

⑤ ソーターやステープルの機能はありません。 

⑥ 印刷をした後に製本をするスペースはありません。 

   ※ 区・自治会の印刷については、区・自治会文書印刷のため

のきらり館「区・自治会の印刷ご利用の方へ」による。 

◇メールボックス◇ 

・利用料金    無料 

・登録されている団体のみ利用できます。（１団体 1 箇所） 

・センターからの通知や情報を提供します。 

・メンバー同士の情報交換、チラシの配布などにご活用ください。 

・メールボックスには貴重品・危険物・食品等を入れないでください。 
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◇展示コーナー◇ 

・町民活動やボランティア活動に関する広報誌などがあります。ご自由に 

閲覧してください。 

・各団体の広報誌や情報をお送りください。資料として保管・閲覧いたし

ます。チラシ・ポスターなども掲示いたします。但し、会員募集等の 

 ポスターの長期掲示は、最長６ヵ月間とさせていただきます 

◇貸出備品◇（登録している団体、個人のみ） 

・茶器・急須・ポットを貸し出しいたします。（茶葉は利用者が用意して

ください。） 

★ 館外への持ち出しは、ご遠慮ください。 

★ 使用後は、きれいに洗ってもとの場所に戻してください。 

・プロジェクター、マイクセット、スクリーン、テント、パイプ椅子、 

 丸イス、テーブル等を貸出しいたします。 

◇貸自転車◇ 

 ・利用時間 ＜4 月から 9 月＞  

9：00 ～ 17：00 まで（受付は 1６：00 まで） 

       ＜１０月から 3 月＞ 

9：00 ～ 16：00 まで（受付は 14：00 まで） 

 ・使用料  無料    

・台 数  大人用６台 

・利用方法 中学生以上の方がご利用できます。但し、安全上から身長等 

      の制限があります。ご利用の際には、身分を証明できる物 

       (運転免許証・保険証・学生証等)をご持参ください。 

 

◇展示館(レンガ蔵)◇ 

・日頃から取り組んでいる文化的活動、ボランティア活動、生涯活動に関 

 する活動や情報提供などの発表の場としてご利用いただけます。 

 なお、利用に際しては、野木町ボランティア支援センター展示館設置及 

 び管理要綱を厳守すること。 

・利用期間  資料の搬入から搬出までの期間を含め、原則 30 日を限度

とし 1 日を単位とします。 

・管理期間  展示期間中の管理は、すべて利用者側でお願い致します。 

・利用料   無料 

 

6 



 ・申込み   利用日の６ヵ月前から１０日前までにお申込みください。 

  ・展示する際の注意  

・開錠及び施錠は、利用者が行ってください。 

            ・壁面に釘・フック・画鋲・ガムテープ等は使用しないでく 

ださい。また、展示開始前に展示方法・必要備品等をセン 

ターと調整してください。 

 

○その他の施設等                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

◇駐車場◇ 

・１８台分の駐車スペースを用意しています。（障がい者専用 1 台分） 

・駐車場での事故及び盗難については、一切責任を負いません。 

・利用者が多い利用の場合は、センターと事前調整のうえ、主催団体に 

 おいて駐車場を確保してください。 

◇駐輪場◇ 

・センター敷地内の指定の場所に駐輪してください。 

◇多目的トイレ◇ 

・障がい者用の多目的トイレがあります。 

・ベビーチェアも備えています。 

◇赤ちゃんの駅◇ 

・授乳やおむつ替え及び休憩が可能です。 

・ベビーベットも備えています。 

◇本物の出会いパスポート発行 

◇小型家電・乾電池・エコキャップ回収 BOX 設置、管理 
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皆様が気持ちよく利用するために 

 

 

◎ 当施設内は、禁煙（喫煙所のみ可）・禁酒です。 

◎ 利用後、利用場所の清掃を実施してください。 

◎ 多量のごみは、お持ち帰りください。 

◎ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

（マイク・音楽など音量を伴う活動など） 

      ◎ 火気の使用はご遠慮ください。 

      ※ 共催事業につきましては、ご相談の上、使用できる場合も

あります。 

 

 

 

 

      みんなのために。社会のために。 

  
 

 

 

 

 

８ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1590209592/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuY2hpeW9kYS12Yy5jb20vdi1jbHViL3RheG9ub215L3ZvbHVudGVlci1jYXQvJUU0JUJGJTlEJUU1JTgxJUE1JUUzJTgzJUJCJUU1JThDJUJCJUU3JTk5JTgyJUUzJTgzJUJCJUU3JUE2JThGJUU3JUE1JTg5JUU5JTlBJTlDJUUzJTgxJThDJUUzJTgxJTg0JUU1JTg1JTkwJUUzJTgzJUJCJUU4JTgwJTg1/RS=%5EADBjniFirzbKGkbB3yyARUvix1CjNQ-;_ylt=A2RCL5S4Wsde_QMAihSU3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野木町ボランティア支援センター「きらり館」利用の手引き 

初回発行日：平成２４年４月２７日 

改定年月日：令和 2 年５月１日（第 4 版） 

発 行 所：野木町ボランティア支援センター 

〒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 

URL http://www.town.nogi.lg.jp/page/page002582.html 


