
第2回 小山地区定住自立圏協働フォーラム
つながる市民活動～『おやま防災』の事例から考えよう～

小山市、下野市、野木町、茨城県結城市の4市町の市民活動の相互交流の場です。現在、市民活動をされてい
る方、市民活動に興味のある方、多様な意見を聞きたい方は、是非ご参加ください！
「おやま防災」の事例から「協働」を考えて、他市で活動する人との意見交換と交流を楽しみましょう！

日 時｜1/29（日）9:30〜12:00
場 所｜小山市役所６階大会議室
定 員｜50名程度（申込必須）
参加費｜無料
＊住まいの地域関係なくご参加いただけます

＊新型コロナウイルス感染症に伴い、内容の変更や中止になる可能性もございます。

1/29
（日）

開催プログラム
➀「おやま防災」による事例発表
「おやま防災」の立ち上げと平常時からの連携

②グループワーク
事例から「協働」を考える意見交換。

16号
2022年12月「もったいない」から始めたボランティア

私がボランティアを始めたきっかけは、小学校
の外国人児童生徒指導員をしていた時でした。長
期休暇になると、日本語や教科支援が途切れ、新
学期にはせっかく覚えた日本語や勉強をすっかり
忘れてしまっている子どもたちに対し、「もった
いない！」と思ったからでした。この「もったい
ない」はいろいろなものに対しての気持ちでした。
覚えたものを忘れてしまうもったいなさ、あんな
にいろいろと準備して教えたことがなんにも残っ
ていないもったいなさ、そして、これからの日本
を担うであろう人材の持っている才能を全く引き
出せてあげられないもったいなさ。この「もった
いない」を少しでも減らせないかと考え始めたの
が、外国人児童生徒への学習支援ボランティアで
した。そこから、大きくなった子どもたちからの
相談も受け付けるようになり、「外国人支援 千
の会」という小さな団体を立ち上げました。
今も活動をする際、やはり私の活動の基本と

なっているのはこの「もったいない」という考え
方です。現在は、多文化共生社会を作るための団
体も立ち上げ、活動しています。地域に住む外国
籍のみなさんの力を日本という国、地域にもっと
生かすことができるようあれこれと作戦を立てて
います。地域に住む外国籍の方の中には、2か国語
以上話せる方、国で学校の先生をしていた方、看
護師として最前線で働いていた方、心理カウンセ
ラーの方、新聞記者の方など、才能や技術にあふ
れた方がたくさんいます。こんな才能や技術を、
せっかく住んでいる日本で生かしてもらわなかっ

たら本当に「もったいない！」と思うのです。そ
の精神が私の活動のエネルギーとなっています。
日本はご存じのように少子高齢化が今後も進ん

でいくと予想されています。そんな中、才能や技
術を持つ外国籍のみなさんが活躍してくれたら、
日本という国は少し救われるのではないでしょう
か。
私の本業は日本語教師です。私の場合は、仕事

の中からボランティア活動へと展開していきまし
た。日本語を教えるというボランティアではなく、
その仕事から得た課題や、問題意識をボランティ
アへとつなげました。今はそこから発展した、多
文化共生、そしてまちづくりが今のわたしのボラ
ンティア活動となっています。
ボランティアって何から始めればいいかわから

ないとよく聞きます。でもきっかけはどこにでも
転がっていて、「？」と思ったことを「！」に変
えるために動くということがボランティアだと思
います。一人でもいいですし、「？」を共感でき
た仲間を作ってもいいと思います。私の「？」は
「これ、もったいなくない？」でした。
みなさんの「？」はなんでしょうか？日々の生

活やお仕事の中で「？」と思ったことを少しでも
「！」に変えられるように動いたら、それはもう
ボランティア活動です！明日からぜひ始めてみま
せんか？

（ゆめ評定理事 栗又由利子）

おやま〜る北側の駐車場利用は、高齢の方や妊婦、
幼児連れの方、障がいをお持ちの方、大きな荷物等
がある方に限定させていただいています。

一般の方は市役所の駐車場をご利用ください。

・市民活動センターからのお知らせ

12月と1月の催事
・登録団体紹介

・地域協力ボランティア同好会
UN-UNI

・昔ばなし大学 語りの会
・リレーコラム

「『もったいない』から

始めたボランティア」

もくじ

〒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

開館時間 9：00～21：00
休館日 年末年始（12/29-1/3） おやま～るHPはこちら

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）

Tel 0285-20-5562
Mail info@oyamaru.net
HP https://oyamaru.net

地域見える化情報庫は、社会課題とそれに対する市や団体の取り組みをまと
めた情報です。HPに記事を掲載しております。多目的室には20テーマの新
聞の切り抜きファイルがあります。

「おやま〜る」のインス
タグラムができました！
良かったら、チェック
してみてください。
oyamaru2022

意思疎通支援とは、障がいや難病によって意思疎通を図る
ことに支障がある方に対して、行われる支援のことです。
厚生労働省による意思疎通支援は、聴覚障がい者に対して
手話、要約筆記。視覚障がい者に対して点訳、代読・代筆。
盲ろう者に対して指点字、指文字。失語症者に対して会話
における理解や表現の補助があります。おやま地区（小山
市、下野市、野木町）では定期的に手話通訳者等養成講習
会が開催されています。また、小山市社会福祉協議会は手
話講座、パソコン点訳講座、朗読・音訳初級講座、要約筆
記講座を開催しています。新しい言語手段を学ぶことで、
誰もが意思疎通しやすい地域社会になりますように。

コミュニケーションペーパー小山市市民活動センター

「西口まつり」は、天候に
も恵まれ盛況のうちに開催
されました。おやま〜るで
西口まつりの運営ボランティ
アを募集し、当日は17名の
方が活躍しました。駐車場
案内やお茶券販売など自分
の役割に真剣に取り組んで
くれたおかげで、無事に祭り
を終えることができました。
ありがとうございました！

お茶券販売の様子

ボランティアも活躍！
「西口まつり」

10/23
（日）

おやま〜る研修室で
は、「ボランティアした
い人、あつまれ！」も開催
し、9つのボランティア団体
が体験＆交流の場を設けま
した。当日は、団体間の交
流や来訪者への体験会など、
各々のブースで工夫して開
催しました。当日の様子は
是非、上記QRコードからご
覧ください。

12月になり、寒さが厳しくなってきますね。
おやま〜るでは、「小山地区定住自立圏構
想」を推進しています。これは、小山市、下
野市、野木町、茨城県結城市の4市町の市民及
び市民活動をしている人たちの交流・協働に
繋がる構想です。
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手話の体験会の様子



「昔ばなし大学・語りの会」は、子どもたちに昔ばなしの
楽しさを伝えるために、“より良い語り”を目指して励んでい
るボランティア団体です。
昔ばなし大学は、昔ばなしの良し悪しを見極める耳と目を

養うことを目的に、小澤俊夫先生が全国各地で開いている市
民大学です。当団体は、大学で昔ばなしを語り伝える意義や
メッセージについて学んだ後、「より一層、良い語り」を学
び続けたいと思い集まった人たちによって結成されました。
子どもたちの心に響く語りをするために、年に2回、藤井

いづみ先生から各々の語りを講評してもらう場があります。

9月に開催した講評会は、日本の昔ばなしやタイの昔ばなし
など自分で選択した昔ばなしを語りました。昔ばなしは、語り
継がれてきたものなので、文字で読むより語った時にこそ生き
てくる世界といいます。
おはなしの何を届けたいのか、どのようにしたら子どもたち

に伝わるのかを意識して語り、聞き手が子どもの立場になって
聞く大切な時間です。その場を経て、会員各々が市内の小・中
学校や公民館などの「おはなし会」に参加することができるの
です。

代表 内田敏子さん

9/18の講評会の様子

世界の昔ばなしも沢山あります

白鷗大学には、2013年から活動を続け、メンバーが100名
もいる学生ボランティアサークルがあります。その名も、
「地域協力ボランティア同好会（UN-UNI）」です。「un-
unit」とは、1つの組織では無いという意味で、多様な組織
とつながりながら地域貢献をするという想いが込められてい
ます。
主な活動は、毎週水曜日に行う白鴎大学（大行事キャンパ

ス）周辺の美化活動「彩（いろどり）」と学外ボランティア
への参加と協力です。
毎週、1時間ほど行う美化活動「彩」では、地道に地域環

境を整えることの大切さを実感しています。学外ボランティ
アでは、フードバンクうつのみやの「フードドライブ」や雀
宮の子ども食堂の手伝い、小山市民討議会の運営などに参加
してきました。

地域課題と向き合う中で、「少しでも力になりたい」という
想いが強くなり、活動を通して一人一人の主体性が育まれてい
ます。
今までの活動を継続することはもちろん、新しい活動にも力

を入れていきます。活動の幅を拡げたいと思っていますので若
い力が必要でしたら、是非お声かけください！SNSからご依頼
をお待ちしております！

サークル長 和田捺季さん 副サークル長 海老原美里さん
2022年「小山市民討議会」参加

12月と1月の催事

コミペ「おやま〜る」は小山市市民活動センターの登録団体（代表者）にお届けしています。また、小山市内の
公共施設や栃木県内の中間支援センターなど市民活動に携わる方が出入りする場所に置かせていただいています。

小山市市民活動センター催事は
・HPの申し込みフォーム
・電話(0285-20-5562）
・来館にて受け付けております。

毎週水曜日の美化活動「彩」の様子

事業活動×地域貢献 未来そうぞうダイアログinおやま～る

Day３
日 時｜12/5（月）18:30〜20:30
場 所｜おやま〜る研修室
定 員｜各回30名程度（申込必須）
参加費｜無料
共 催｜ほけんプロジェ

小山市を担う企業やNPOなど多様な人たち
が出会い、話し合い（ダイアログ）を通して、
協働することを考える最終弾！

これからの「協働で創る持続可能な小山市」
アクションプランを検討しましょう！

シニア・初心者向けスマホ勉強会

スマホの使い方を少人数でゆっくり学びます。勉強会の後には相談会もあります。

相談会は、11:30〜12:30に開催します。相談会の参加をご希望の方は、申込みの際にその旨お伝えください。
＊この勉強会は令和4年度デジタル活用支援推進事業の一環として実施しています。

日 時｜12/1 （木）9:00〜11:15 応用編（アプリのインストール、LINEの使い方など）
12/15（木）9:00〜11:15 基本編（電話のかけ方、カメラ・動画の使い方など）
12/22（木）9:00〜11:15 応用編（アプリのインストール、LINEの使い方など）
1/19 （木）9:00〜11:15 基本編（電話のかけ方、カメラ・動画の使い方など）
1/26 (木）9:00〜11:15 応用編（アプリのインストール、LINEの使い方など）

場 所｜おやま〜る研修室
参加費｜無料
主 催｜一般社団法人カゼトツチ
共 催｜小山市市民活動センター

定 員｜各回6名(申込必須）
持ち物｜普段使用しているスマホ

（お持ちでない方はご連絡ください）

いつもの書類をパソコンで作れるようになろう！

市民活動・自治会活動のための資料作成講座

●４回目 現金出納帳について①
日 時｜12/10（土）13:30〜15:30（終了後相談会あり）

総会資料や決算報告書などの作成でお困りの自治会活動・市民活動で活動する方向けの全8回講座。

場 所｜おやま〜る研修室
参加費｜無料
講 師｜渡邊吉秀氏（小山市ITボランティア）
持ち物｜パソコン（Windows10、Excel・

Word）USBメモリー
内容問い合わせ｜watton.2.itv@gmail.com

（小山市ITボランティア 渡邊吉秀氏）
共 催｜小山市ITボランティア

●５回目 現金出納帳について②次年度予算書について
日 時｜12/17（土）13:30〜15:30（終了後相談会あり）

●６回目 報告書について 計画書について
日 時｜1/14 （土）13:30〜15:30（終了後相談会あり）

●７回目 委任状について
日 時｜1/21 （土）13:30〜15:30（終了後相談会あり）

日 時｜1/29（日）9:30〜12:00
場 所｜小山市役所６階大会議室
定 員｜50名程度（申込必須）
参加費｜無料

小山市、下野市、野木町、茨城県結城市
の市民活動の相互交流の場です。
➀「おやま防災」の事例から協働を考え
ましょう。
②参加者同士の交流ワークショップ

第2回 小山地区定住自立圏協働フォーラム

つながる市民活動

チラシ作りのポイントを学び、ボランティ
ア団体のメンバー募集やイベントの参加者
募集に活かしてみませんか？

「伝わる」チラシを
作れるようになろう！

日 時｜1/28（土）13:30〜15:30
場 所｜おやま〜る研修室
定 員｜15名
参加費｜無料
講 師｜小山市社会福祉協議会元広報担当
共 催｜小山市社会福祉協議会

Twitter Instagram

@Un__Uni un_uni890

会員15名は、みんな本が大好きです。だからこそ、おはなしを通して、ひとりでも多くの子
どもと良い本をつないでいきたいと思っています。


