2022年
8月

―

―

ち一いア市そた『にや す発所育のる管まる与民 つが「なに驚「ミいま
おに緒る団にんち社、ま「。」の成収お理すこす活そい行お」つかそンる～皆
やしに人体関なを会さちお の提」集や者。とる動もておやといれんグでるさ
まて、、、わこ対貢まづや ６供「とまでこ」こをそおうま反てるなでし」ん
～い小外老りと象献ざくま つ」④発～あのをと推も話と～省もここおょのは
るき山国若がはに活まり～ の「連信るる目目で進「ししるしっととやう事小
事た市の男ああし動なにる 機⑥携」は私的的、しおして」てとがもまか業山
業いを人女るりて』働参」 能調・「「たをに市、やよいのいおとや～？に市
のとよなを人まいとき画は を査交③①ち達小民中まうる設ま知てっる利つ市
一考りど問 せるいかす、 持研流学相『成山協心～とこ置すらもて事用い民
例え豊 わ んとうける市 た究の習談ゆす市働市る思と目。せ多い業者て活
とてかすず企。思とを機民 せと促機のめる役の街」いや的そしくるののど動
しいにべ小業私わ、し会が てプ進会対評た所ま地はま私やこな、の話皆れセ
てま住て山、たれＮてを社 運ロ」の応定めがちの「すた役でい「でを様くン
、すみの市ボちがＰい増会 営グ「提」』に設づ活小。ち割、とおすすとらタ
災。や人にラはちＯまや貢 しラ⑤供「が今置く性山 の、今いやねる話いー
害 すた住ン、で等すす献 てム活と②運、しり化市 仕私回けま！とす知「
ボ いちんテ小すの。た活 いの動人情営指てをにの 事たはな～」、タっお
ラ まとでィ山が人 め動 ま開場材報す定い図寄市 にち いると イてや
、
（ど行はしれそ「 お境がれと録ン あもしの啓い災来市合方災「会りン
セがっ小てぞれお次やを社かの団テ災り少て防発や」る民っや害Ｙ福組テ
ン伝て山リれにや号ま作会ら出体ィ害まし加災を災をプがて平発Ａ祉みィ
タわき市ニの伴まか防っ貢も来だア・すずわサ実害立ラ災き時生Ｍ協をア
ーれたをュ活い～ら災て献推るけが復。つりー施ボちッ害まに時Ｂ議紹ネ
長ば方中ー動、るコにい活し「で求興 整、クしラ上トやしおかＥ会介ッ
嬉々心アやコ」ミ注こ動て防なめ支 い小ルてンげフ復たけら」、しト
宮しばにル想ラはュ目うやい災くら援 、山「いテるォ興。る復ととまワ
岸いか長しいムデニしとまき、どれで ま市めまィにーにそ連興おちすー
誠でり年まをはザケて思ち、災んまは す内組すア至ムおの携にやぎ。ク
）すで、す語ゆイーくっづ一害なす様 まの白。にりとい話とかまボ一「
。す社。るめンシだてく人支市。々 す企鷗今関、してし協け～ラ昨お
。会ゆリ評がョさいりで援民おな 輪業」年す定て関合力てるン年や
是貢めレ定変ンいまにも、でや分 がとがかる期「わいにののテかま
非献評ーのわペ！す関多復もま野 広の主らセ的おるをつ支 3 ィら防
、活定コ理りー 。わく興関～で が協要白ミなやこ通い援団ア小災
想動のラ事まパ 是れの」わるの り力団鷗ナ話まとしての体団山」
いを理ムがすー 非る市をるはボ つ体体大ーし防のて話動で体市の
おやま防災
な 事とそ。
、環民ここ登ラ つ制と学や合 出、しき
社取

「
お
や
ま
～
る
」
の
役
割

「西口まつり/M-1プロジェクト」とは小山駅西口周辺に
活力を生み出すため、地域で活動する団体が自身の枠を超えて連携し、
同日に近隣でイベントを開催することで「街一丸（M-1）」となり、多様な年齢層の相乗効果によって
地域の活性化を目指すプロジェクトです。おやま～るは西口まつりの運営ボランティアのコーディネートを
行います。また、当日はボランティアをしたい人に向けたボランティア団体の活動をアピールする場
「ボランティアPR会」を開催します！

西口まつり

「ボランティアPR会」の団体募集

ボランティアに興味のある人に対して、どのようなボランティア団体があるのかを伝えることの出来る場をお
やま～るで作ります！皆さんのボランティア活動やボランティアの体験会など、ボランティアを行う団体がPR出来る
場です。また、他の団体と交流するいい機会でもあります。是非皆さんのボランティア活動をアピールして活動を活
性化させていってください！

日時：10/23(日)

10:00～14:00

場所：おやま～る研修室

募集：１０団体程度

募集期間：8/1～9/30

申込：HPの申し込みフォームもしくは電話・来館

西口まつりボランティア募集
西口まつり全体を円滑に運営するためのボランティアを募集しています。
例えば下記の様なボランティアが求められています。ボランティアしたい方のご応募待っています！

○駐車場の整備・案内

○来場者に対する消毒の促し

○会場案内

○準備・設営など

ボランティアをすると次のようなことが得られます
市営
駐車場

北

市役所

小山市市民活動センター
「おやま～る」
（指定管理団体：ゆめ評定）

まちかど
美術館

足利
銀行

思季
彩館

小山市市民活動センター

「おやま～る」
21階建て
マンション2階

〒323-0025
栃木県小山市城山町3-7-5
城山・サクラ・コモンビル2階
Tel: 0285-20-5562
Mail: info@oyamaru.net
Web: https://oyamaru.net

・皆で成功させることで、達成感を共有できます
・肩書や立場を気にせずに人とのつながりを持つことができます
・自分のサポートで人が喜ぶ姿を見ることができます

応募～当日までの流れ
応募

当日オリエンテーション

おやま～るに連絡
HPの申込みフォームもしくは電話・来館
募集期間
8/1～10/15

おやま～るに集まって
ボランティアの心構え等を把握します
集合時間 10/23(日) 9:15

西口

小山駅

開館時間 9：00～21：00
休館日 年末年始（12/29-1/3）

マッチング
おやま～るスタッフと相談しながら
ボランティア内容を決めます

今年も暑い夏がやってきました！
しっかりと熱中症対策をして活動しましょうね♪

ボランティア活動
実際に現場でボランティア活動をします！

小山市市民活動センターの8月、9月の催事
インタビューした方：代表 塚田泰弘さん
スマホの使い方を電源の入れ方やメールの使い方といった基礎から少し高度な応用まで学ぶ「スマホ勉強会」と、
写真投稿系SNS「Instagram」の基本的な使い方から応用までの活用方法を学ぶ「Instagram勉強会」を企画し
ています。9月から開始していきます。おやま～るのHPやSNSを随時チェックしてください！

○シニア・初心者向けスマホ勉強会（仮）
内容：電源の入れ方、カメラの使い方、メールの送
り方、マイナンバーカードの申請の仕方、
マイナポータルの利用方法など。

○Instagraｍ勉強会（仮）
内容：検索を用いた情報収集方法、スマホカメラ
撮影技術、リールなどを用いた情報発信応用
テクニックなど。

誰ひとり取り残さない地域にするために、課題を深掘りし解決策に向けての意見交換の場を設けます！第二回の
今回は地域でこどもを育む活動を行うNPO法人栃木おやこ劇場の取組みを学び、みんなで話し合います。
日時：8/21（日）13:30～16:30
定員：20名（申込必須）
場所：おやま～る 研修室
共催：Oyama de 未来カフェ

講 師：松本 春美氏（NPO法人栃木おやこ劇場 代表理事）
申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館
参加費：無料

NPO法人の運営での税金のこと、決算のことなど、日々の会計処理についての悩みにお答えする「税務相談会」
です。活動する中での困りごとについて一緒に解決しましょう。
日時：8/25（木）
①13:00～13:50
②14:00～14:50
③15:00～15:50

子どもが安心して“いい大人”と繋がれる居場所づくりを目指
す団体が「おやまのこや」です。
2020年2月に市内のイベント「おやま妄想会議」にて「親子
のサードプレイスを作る」ことを発表し、そこでつながったメ
ンバーと活動を始めました。

御殿広場にてスポーツチャンバラを楽しみました

ところが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて居
場所づくりは保留になってしまい、代わりに子どもが楽しめる
ワークショップを企画しました。白鴎大学の学生にも手伝って
いただき、2021年9月に廃材を使った「ゆめの木工まちづく
り」、5月に「おやま街中歴史さんぽ＆スポーツチャンバラ」、
10月に西口まつりで「子どもフリーマーケット」、今年７月に
は「プログラミングワークショップ」なども開催しました。
2020年5月には「おやまっ子おうえん食」と題して、コロナ
禍の休校により給食がなくなってしまった子どもたちに２週間
で延べ600食ほどのお弁当を手渡しました。
近年子ども食堂などが増えていますが、親も含めた居場所作
りが大切だと考えています。現在は子ども向けのワークショッ
プを中心にしていますが、いずれは子どもも遊べて親御さんは
子育ての悩み相談ができる居場所を作りたいと思っています。

廃材などで作られた子どもたちの作品

Facebook⇒
＠oyamanokoya

事前予約制（1団体最大50分）
税理士：安納 宏和氏（安納宏和税理士事務所）
申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館
参加費：無料
インタビューした方：代表 嶋田紘一さん

手編みの「いちごクリーナー」を編んで、今月の10月に開催される「いちご一会とちぎ国体」「いちご一会とち
ぎ大会」で栃木県を訪れる方々を「おもてなしの心」で一緒に温かくお迎えしましょう。
日時：8/10（水）10:00～12:00
定員：5名（申込必須）
場所：おやま～る 研修室

申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館
参加費：100円（毛糸代）
共 催：とちぎボランティアNPOセンター「ぽ・ぽ・ら」

栃木県内で活動するNPO・市民活動団体のための
ファンドレイジングセミナー＆助成金合同説明会2022
団体活動を行うための活動資金の調達に関して考えることはとても大切です。助成金を活用することも一つの手
段です。今年も、資金調達のためのファンドレイジング講座と栃木県内で活動する団体のための助成金合同説明
会を「とちぎボランティアNPOセンターぽ・ぽ・ら」と「宇都宮市まちづくりセンターまちぴあ」がそれぞれ開
催します。オンラインでも参加できる他、小山市市民活動センターの研修室でもサテライト会場として開きます。
とてもいい機会ですので是非参加をご検討ください！
※サテライト会場での参加を希望される方も参加の申し込みをしてください。

ファンドレイジングセミナー

～NPOの財源構成を考えてみよう！～

日時：8/10（水）10:00～12:00
申込み：HPの申込みフォームもしくは電話・来館
日時：9/29（木）10:00～12:00
講師：池田 秀昭氏（認定ファンドレイザー）
定員：5名（申込必須）
参加費：100円（毛糸代）
主催・申込：とちぎボランティアNPOセンターぽ・ぽ・ら
（TEL:028-623-3455）
場所：おやま～る 研修室
共 催：とちぎボランティアNPOセンター「ぽ・ぽ・ら」

栃木県内で活動するNPO・市民活動団体のための助成金合同説明会2022

日時：9/29（木）13:30～16:30
主催・申込：宇都宮市まちづくりセンターまちぴあ（TEL:028-661-2778）

助成団体
〇とちぎコープ生活協同組合 〇中央労働金庫 〇栃木県共同募金会 〇とちぎコミュニティ基金

オレンジPCサークルは、小山市が認知症予防のために設けた
４つの講座（旅行、料理、ウォーキング、パソコン）の中で、
パソコンを学ぶ人たちが集まってできた団体です。16回の講座
後、ミニコミ誌を作ることを目標に2017年から活動を始めまし
た。現在は講座でファシリテーターを務めた３人を含む10人で
活動しています。名前の由来は参加者が講習後にもらった「オ
レンジリング」からです。
毎回、専用のパソコンテキストでWordやExcelの基礎を参加
者と一緒になって勉強しています。昨年度はExcelのデータベー
スや表などの作成の基礎を学び、今年度はWordの基礎をおさら
いしています。

プロジェクターで投影してみんなで勉強します

この日（インタビューした日）は、Word文章のフォント変更、
右揃えなどをプロジェクターに投影しながら勉強しました。分
からないところは、みんなで教え合って同じペースで学びます。
毎年、全員で年賀状をWordで作成するなど、基礎を学ぶことで
実践につながっています。中には、プライベートでやっている
卓球クラブの決算書をExcelで、予定表をWordで作成して技術
を活用している人もいます。
月に2回の活動でも継続することを大切にし、認知症予防につ
なげるとともに、パソコンを学ぶ仲間との交流を楽しんでいま
す。

専用のパソコンテキスト

当内容は、小山市市民活動センター「おやま～る」のWebサイトにも掲載しています。
ここには書いていない魅力も掲載していますので、是非ご覧ください！
https://oyamaru.net/dantaishoukai

