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特集 第４回真岡コラボまつり!!
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第4回真岡コラボまつりを二宮コミュニティ

3階ライブステージでは歌、独奏、合唱、合

センターで開催しましたところ約2,100名も

奏、舞踊、手品等がありました。中でも会場全

の皆様にお出でいただき、盛大に実施できまし

員での市民の歌、県民の歌は楽器を弾いたり

たこと心から感謝申し上げます。

歌ったりと自分ができることを奏でる場面でし
たが、会場が一つになりすばらしい演奏でした。

今回はじめて真岡工業高等学校ボランティア
の方々の協力があり会場の至る所で高校生らし

ギャラリーでは竹はり画、切り絵、粘土盆栽の

い若さ溢れる活躍をしていただきました。

展示があり日本の美のすばらしさを放っていま
した。さらに昨年に続き先行展示と体験期間も

1階市民ホールにおける絵手紙展示、正面玄

開催いたしました。

関を飾ったハンギングバスケットの華やかさに
魅了され多くの方々が足を止めていらっしゃい

準備期間は約2ヵ月の短い期間でしたが、多

ました。1階前、駐車場における歴代フェアレ

くの登録団体、個人の皆様には実行委員として

ディZ展示、ベーゴマ遊び体験があり子供達の

ご尽力をいただき本当にありがとうございまし

喜びの声が印象的でした。模擬店では焼きそば、 た。さらにネパール地震募金箱を案内所に設置
炊き込みご飯、飲み物等の店が開かれ、食のお

したところ心温まる募金が寄せられました。日

いしさを味わいにぎわいを見せていました。バ

赤を通し寄贈いたします。
安全第一を心がけ仲間とともに、まつりが実

ザーにおいてはハワイアン雑貨、避難者支援品

施できましたことに御礼申し上げます。

販売がありました。
2階ライブステージではフラダンス、よさこ

これからも「真岡コラボまつり」が継続でき

い、体操、太極拳、ミュージカルの発表で盛り

ますよう、ご協力ご支援のほどよろしくお願い

上がっていました。会議室では登録団体の活動

申し上げます。

紹介、押し花体験がありました。

第4回真岡コラボまつり
実行委員長

高校生ボランティアと総合案内の皆さん

7日

みんなで市民の歌を
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一木

初枝

賑わったフェアレディZ展示

センターより
コラボまつりを終えて
センター利用者の有志が実行委員会を組織して企画・運営する
「真岡コラボまつり」。
今年は例年以上にセンタースタッフとセンター利用者から構成される利用者協議会
が中心になって「主体性」をキーワードに運営体制の仕組みづくりをコーディネートし
ました。
その理由は、
コラボまつりを通して、
まつり参加団体・個人が普段関わることのない多
様な方々と協力し合い、
自分たちの手でイベントを創り上げることで得られる
「面白さ」や「達成感」を実感してもらい、
日頃の
活動にも生かすことのできる体験、
きっかけを提供することができたらと考えたからでした。
その結果、来年のまつりに向けての反省点や改善点といった積極的な意見や他団体とのコラボの報告などを聞く機会が増
えています。来年のコラボまつりは今年以上に多くのアイディアが形になっていく楽しいイベントになるのでは、
と今から楽し
みです。
担当 加藤・亀田

活動報告
こらぼdeランチ 12/10、1/16、2/21、3/24、4/9、5/9、6/9
「スタッフと楽しくご飯を食べながら
気軽におしゃべりをしませんか？」
コラボdeランチは、平成26年12月より毎月1回昼か夜に会食を楽しんでいます。
多い時で10名の参加者があり、4月には外でお花見ランチを開催しました。自分のお
弁当だけ持って来ればOKで、ふらりと立ち寄ってもらえるように申込みは不要としま
した。
みんなでワイワイ食事をしながらのざっくばらんな雑談の中で悩み解決の糸口や新たな発見をし、
スタッフや参加者の皆さ
んとの交流を深めることができたのではないでしょうか。
今後も継続していきますので、お弁当といろんな「話の種」を持ってお立ち寄り下さい。スタッフ一同楽しみにお待ちしてお
ります。
（12月2名・1月10名・2月10名・3月2名・4月6名・5月2名・6月1名）

コラボ共催講座 2/27、3/27、4/24、5/22
川柳綿の花吟社連続講座
今回は川柳綿の花吟社との共催で全4回の講座を行いました。
川柳の基本である自然に湧き出るユーモアの大切さから、冗談や皮肉、駄洒落に似
たものと思われがちなこのごろの川柳事情まで幅広く学ぶことができました。先生方
の個性が光る宿題の添削発表もとても好評、最終回は模擬句会が開催され自分の句
が詠まれるワクワク感を味わいながら句会の作法を学び、驚くほど上達した川柳を披
露した参加者達でした。最後に渡された修了証には「今後も笑いと人の暮らし風詠を作句して欲しい」
と先生の願いが書かれ
ており、皆に惜しまれつつ全4回の共催講座が終了しました。
（2月15名・3月15名・4月10名・5月8名）

行事案内
花火大会
クリーンボランティアの募集！

こらぼdeランチ
センタースタッフを交えてコラボーレもおかでお昼を食
べませんか？もちろん、
お話だけでも大歓迎です。お気軽に
ご参加下さい！
日 時：8月22日（土）12:00～13:30
会 場：コラボーレもおか 交流コーナー
持ち物：自分のお弁当
備 考：申込等は不要ですので、何かの
ついでにお立ち寄り下さい♪
問合せ：コラボーレもおか

夏の風物詩、花火。真岡も、二宮もと
ても綺麗で賑わいます。
そんなまつりの翌朝に会場周辺を綺
麗にするボランティアを募集します。
まつりを最後まで綺麗に彩りましょう！
・真岡市夏祭り大花火大会：7月26日（日）5:30～7:30
・尊徳夏祭り大花火大会：8月30日（日）5:30～7:30
※詳しくはコラボーレもおかまでご連絡下さい。
TEL：0285-81-5522

ＴＥＬ
：0285-81-5522

2

登録団体紹介
■ 山遊会

代

表：鈴木

代

表：柴

孟

山遊会は14年前に真岡市の山登り教室の募集で集まった人達が、教室終了後
に会を立ち上げたのがスタートで、当初は年に4～5回栃木県内の山に登っていま
した。
現在は会員数32名（男性9名、女性23名）
で、近県の山を3月～12月まで月に
1回（年間10回）日帰りで登山しています。毎回、マイクロバスを利用し、帰りには
必ず温泉で疲れを癒して帰ってきます。
山遊会は、会名のごとく、高山植物や紅葉、景色及び会話を楽しみながら登山し
ています。従って登山のペースは遅く、
コースタイムの3割増し位で歩き、他のグ
ループに追い越されるばかりで追い越すことはありません。

■ 新石町ゆりの会

キヨ子

新石町ゆりの会の発足は、新石町スポーツクラブの中で、
フラダンス教室を初め
る事になり、平成20年6月の毎週水曜日の午後1時30分より石崎八重子先生に
講師をお願いして、当時の二宮町中央公民館の大会議室で始めました。仲々体が
ついて行かなかったのですが、健康体操のつもりで物忘れしないように、
また、頭が
やわらかくなる様にと頑張りました。初めはぎこちなくやっておりましたが、毎週毎
週練習している内に、何とか頭と手足がついてくる様になり、毎週水曜日が待ち遠
しくなりました。練習の曲目は、
バリバリの浜辺、
南国の夜等です。
平成21年3月の真岡市との合併後は、第1水曜日と第3水曜日の午後1時30分
から3時頃まで、二宮コミュニティセンターで練習することになりました。
新石町ゆりの会として、真岡市文化協会に入会し、真岡市の文化祭にも出演をし
ております。それぞれに忙しいですが、
新石町区内の敬老会の時なども、新石町虹の会の方々と共に、施設に慰問等も行ってお
ります。その他、運動のゲートボール、
グラウンドゴルフ、輪投げペタンクの大会にも出場しています。

■ 竹真会

代

表：菅谷

清康

竹真会が発足して、平成26年9月で5年目。今年は新たな年として、
さらなる竹
はり画PRのため会員一同頑張っております。
真岡市中心に12名で発足し、今では会員も遠くは大田原市、栃木市、筑西市、小
山市から多数の参加を得て、賑やかに教室を開催しています。また広く多くの方た
ちに知ってもらう為に年十数回の展示も開催しています。近隣は元より、時には那
須、大平、今市まで出かけ、展示、PRを行っています。平成24年から3年間東京方
面で開催し、
また港区民まつりにも参加しました。
中々、竹はり画の知名度は薄く、
どこへ展示しても「これはなんですか？」
「ほんと
うに竹ですか？」等の質問が。最近、漸く真岡市中心の方々から、見たことある、綺麗
だね、細かい作品すごいね等の言葉を頂けるようになりました。
さらなる愛好者が増え、地元に持ち帰り広めて欲しいと願ってやみません。暮れの忘年会でも、みんなで大ハッスルの会員
たちです。

新規
団体
紹介

団 体 名
オカリナを楽しむ会
Hoa aloha

花人・真綿
ミノアカフラサークル
アコロニカ
花音クラブ
舞友の会
（6月現在） 特定非営利活動法人
イデア・スポーツ・コミュニティ
田町公民館

主 な 活

動

内

容

幼稚園、敬老会、
デイサービスでのオカリナ演奏
ウクレレを通して音楽に親しむ。将来的にはウクレレ演奏でデイ
サービス等へのボランティア活動をしたい。

ハンギングバスケットの植栽方法の指導や寄せ植え教室
フラでの健康増進や施設への慰問
アコーディオンといろいろな楽器でいろんな音楽をしたい
押し花やポーセラーツの展示や体験会
地域や施設などで踊りを通して活動をしていきたい

サッカースクールやチーム運営、様々なスポーツイベントを通し
て子どもたちの健全育成に寄与する。
ミニデイを開設。
ノンケア体操を実施。子ども育成会や老人会
との交流。
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センターより
■ コラボーレもおか・活用術！その3
あなたの“やりたい”を実現に！
みなさんは、“何かボランティアをしたい”と思ったことはありませんか。
あるいは“こんなことがやりたいのにどうすればいいかわからない”
と思ったことは？
コラボーレもおかでは、随時、市民活動やボランティア等について
の相談を受け付けています。
例えば平成26年度、もっとも多かった相談は「（主に楽器演奏や踊
りを披露する）ボランティアを紹介して欲しい」というものでした。
こちらは特に高齢者施設や地区公民館からの問合せが多く、地域の中で活躍するボランティアの
ニーズの大きさを実感しています。
また、センターではこういった相談を受けた時、登録団体や個人の皆さんを紹介させてもらっ
ています。そう、センターに登録すればこういったボランティア活動の場が増えるのです！あな
たも依頼を受けたいと思ったら、センターへ登録してみてはいかがでしょうか。
NPO法人設立に関する相談も寄せられています。法人格取得のメリットやデメリットの説明
から、具体的な書類の書き方まで対応しています。（ただし、申請書の提出先は市役所ですので
お間違えなく！）
法人化までいかずとも団体の設立や運営に関する相談も受け付けています。組織化したい、仲
間を募りたい、広報力を上げたいなど、市民活動団体に関することなら何でもOKです。
イベント実施の相談も受け付けています。団体とセンターが協力して一つの講座を作り上げる
「コラボ共催講座」もそういった相談を解決するための方法の一つです。楽しい講座を一緒にな
って創りあげましょう！
最近では、行政機関からの問合せも増えてきました。「市民と行政を
結ぶ（コーディネートする）総合窓口」としてのセンターの機能が高ま
りつつあるのを感じています。市民の皆さんだけでなく、行政や企業の
方々に対してもコーディネーションの必要性を理解してもらい、市民協
働のまちづくりを推進したいと考えています。
このようにセンターには、日々いろいろな相談が寄せられます。
思い立ったら吉日。皆さんもぜひセンターまでお問合せください。お待ちしております！

ギャラリー 写真友の会

真岡市市民活動推進センター
コラボーレもおか
〒321-4507
栃木県真岡市石島893-15 真岡市二宮コミュニティセンター2Ｆ
T EL：0285-81-5522
FAX：0285-81-5558
E-mail：collabo@trad.ocn.ne.jp
URL：http://www.collabo-moka.net/
【開館時間】火～金：9:00～21:00
土・日：9:00～18:00
【休 館 日】
・毎週月曜日 ・祝日
・年末年始（12/29～1/3）

◀コラボーレもおか
イメージキャラクター
コラちゃん（左）
と
ボ～レくん（右）

※その他イベント・施設管理の関係で臨時に休館になる場合があります。
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「祭り」（鈴木

勇さん）

