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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 E L：0285-81-5522
F A X：0285-81-5558
e-mail：info@collabo-moka.net  
U R L：http://www.collabo-moka.net/
【開館時間】火～金：9:00～21:00
　　　　　（土・日は18:00まで）
【休 館 日】・毎週月曜日　・祝日
　　　　　　・年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　  ※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。

◀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）

もおかの人と人をつなぐ広報誌

真岡市市民活動推進センター　コラボーレもおか　【運営団体】特定非営利活動法人ま・わ・た真岡市市民活動推進センター　コラボーレもおか　【運営団体】特定非営利活動法人ま・わ・た
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　全世界で大流行となった「新型コロナウイルス感染症」。
はじめに新型コロナウイルスにより影響を受けられた皆
様に心よりお見舞い申し上げます。また、日々前線で尽
力されている医療従事者の皆様を始め、関係各位に心か
ら敬意を表します。
　このような未曾有の災禍の中、市民活動の面ではどん
な影響があったのでしょうか。

〇手作りマスクをあなたのもとへ
　一時期、店舗から姿を消した「マスク」。高額での取
引やトラブルが発生してしまいました。そんななか各地
で「布製マスク」を作るボランティア活動が盛んになり
ました。さらに作ったマスクを学校や施設へ寄付する活
動に発展しました。市場にマスクが出回り始めた最近で
は、余ったマスクを募って、不足している方たちへ送る
活動も増えています。「マスク」が、こんな時期だから
こその助け合い活動に繋がりました。

〇新しいつながり方
　マスクが手に入っても、自粛期間中は集まりを持つこ
とができませんでした。特に5～6月は総会シーズン。

多くの方々が苦労されたのではないでしょうか。そんな
なか注目されたのはZoomなどの無料ウェブ会議サービ
スでした。相手の様子や資料を見ながら、複数の人たち
と双方向でのやり取りができるため、今では会議だけで
なく講座等でも多く使われています。なお、コラボーレ
もおかでもそんなサービスを使い、講座を企画中です。
使ってみたい方、ぜひご相談ください！

〇アフターコロナを考える
　ここに挙げた活動だけでなく、他にもコロナ禍によっ
て生じたさまざな課題に対応するため、多くの市民活動
団体が活動を開始しています。
　しかしコロナ禍の脅威は、自粛期間が過ぎた今も残っ
たままです。今後、大きく変化していく私たちの生活に
対応し、ボランティアや市民活動も変化を強いられてい
くのではないでしょうか。新たに表面化する社会課題や
組織の問題にどのように立ち向かっていくのか。コラ
ボーレもおかも皆さんと一緒に考えていきたいと思いま
す。

（主任コーディネーター　長野　大輔）

　当クラブは、2020年で設立８年目を迎えるNPO法人です。真岡地域でサッカーを
中心に各種スポーツの『する・観る・支える』の場を作り、子供たちの健全育成と活力あ
る地域づくりの為に日々活動しております。
　主な活動としては、サッカー・トランポリン・体操を行なっております。サッカーではイ
デアの育成の考え方をもとに、チームは大会などに向け練習を行い、スクールは楽し
みながら上達することを目的に行なっております。トランポリン、体操教室では色々な
技などにチャレンジして運動能力向上を目指しています。その他にもイベントとして
日頃なかなか触れる機会のないスポーツを行うなど、心身ともに健やかに成長するき
っかけ作りを行なっております。また文化活動として、ちぎり絵教室を開催しており、
街の展示場への展示なども行なっております。

■ 特定非営利活動法人イデア・スポーツ・コミュニティ 代　表：櫻井　　颯

登録団体紹介登録団体紹介

　初めまして！
　この団体は理事長である私自身の虐待の経験から、「栃木県就労支援事業者機構」
の所属を経て、一向に減らない虐待ニュースに悲観・奮起して立ち上げました。平成
28年1月に任意団体として設立し、同年10月には法人格を取得しました。現在、久下
田に事務局を置き、第5期事業が進行中です。
　栃木県共同募金会やとちぎコープ生活協同組合などの助成を受けながら、真岡市・
芳賀地区高校卒業生対象「自殺孤独撲滅運動ポケットティッシュ配布活動」、畑プロ
ジェクト活動、地域講座開催など子どもや地域を中心に置いた活動を行っています。
　今後の活動予定としては、二宮地区で地域食堂を設置運営していく予定です。
　詳細は下記のホームページをご覧ください。
　http：//www.nakayoshisekai.com
　皆さんのご支援・ご協力お待ちしております！

■ みんなだれかの仲良しの世界 代　表：山下 みゆき

　私たち「プアリリレフア」はウクレレを中心としたバンド活動をしています。
プアリリレフアとはサルビアを表すハワイの言葉です。演奏曲はハワイアンにと
どまらず、最近はメンバーが個々人で好きな歌謡曲、フォークソング、懐メロな
ども演奏しています。
　また、ハーモニカ愛好会にも参加しているメンバーがおり、ハーモニカの音を
取り入れて、演奏の幅も広がってきました。
　活動内容としましては月2回の定期練習会とコラボまつりの参加、近くのバン
ド仲間との年３回程度の交流会、年３回程度のボランティア施設訪問です。もし
バンド活動に興味がありましたら、お気軽に参加いただけると嬉しいです。

■ ウクレレ愛好会　プアリリレフア 代　表：大島　芳治
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当センターにもマスク回収箱が設置されています。
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団　体　名 主　な　活　動　内　容

トンコリ・ウポポ アイヌ音楽の演奏・普及活動

傾聴ボランティアさくら貝 傾聴推進活動を通して心の健康を目的とした活動

真岡ラジオ体操会 ラジオ体操を通して市民の健康づくり

返景会 小物作りを通し親睦・交流を図り地域に貢献する

西郷区第四町会 西郷区の存続維持に貢献し、親睦向上を図る

新規
団体
紹介
（4月現在）

22 33 第46号（2020）

センターよりセンターより

　コロナウイルスの影響により、外出自粛が続き、なかなかセンターの利用がで
きないというご意見をいただいております。
　コラボーレもおかでは、市民活動をおこなう皆さんにお家に居ながら活動のサ
ポートができる情報を動画・配信でよりわかりやすく受け取ってもらうため、
YouTubeを利用し発信していきます。
　センターの活動の様子からスキルアップ講座、料理やクラフトを楽しむこらぼ
茶話、登録団体の紹介ムービーなど様々な企画をおこなう予定です。ぜひ、ご視
聴ください！
（YouTubeの視聴には、インターネット環境及びパソコン・スマホ等の視聴デ
バイスが必要になります）

　コロナ禍にあって、コラボーレもおかでも、活動の変更を余儀なくされております。
　しかしながら、この機会を好機と考え、新たな取り組みを進めたいと思っています。
　具体的な活動は、チラシやウェブサイトでどんどん発信していくのでお楽しみに！

　令和2年度よりコラボーレもおかのセンタースタッフが一新されました。
　そこで、改めて、センタースタッフの簡単な紹介をさせていただきます。
　コラボーレもおかにお越しの際はお気軽にお声がけ下さい！

活動案内

① SNS導入
満を持して、SNSの導入です。
ぜひ繋がってくださいね！

② ネット配信
ZoomやYouTubeを使った講座や
情報の発信を行っていきます。

③ アンケート活動
利用者の皆さんに向けて

ボランティアの受入れについての
アンケートを実施します。

④ 調査活動
真岡市内の活動で使える
施設等をpick up！

コラボーレもおかのYouTubeチャンネルが開設されました！

https://j.mp/2UTCtUJ

下記コードをお手持ちのデバイスで
読み込んでアクセスできます！

長野　大輔（事務局長）
○センターでの主な仕事
　ボランティアコーディネート、事業
企画・運営
○趣味・特技　
　バードウォッチング、写真撮影、
ボードゲーム
○真岡でのおすすめスポット
　井頭公園や根本山がオススメ！
○利用者へひとこと
　いろんな「やってみたい！」を応援します！
困ったらとりあえず相談に来てみて下さい

渡邉　亜紀
○センターでの主な仕事
　受付・庶務全般
○趣味・特技
　ゴルフ・登山・裁縫・写経
○真岡でのおすすめスポット
　中華なら「ハヤフネ」、焼き肉なら
「しりゅう」
○利用者へひとこと
　はじめまして！益子町在住です。笑
顔全開で頑張ります！

植木　智子
○センターでの主な仕事
　窓口対応
○趣味・特技
　ドライブ
○真岡でのおすすめスポット
　小貝川
○利用者へひとこと
　利用者の皆様、はじめまして！よろ
しくお願いいたします。

蒲谷　未来
○センターでの主な仕事
　ボランティアコーディネート、相談
対応、web管理
○趣味・特技
　読書、コーヒー関係、PC関係
○真岡でのおすすめスポット
　教えてほしいです。
○利用者へひとこと
　3年目になりますがまだまだ学ぶこ
とばかりです。

橿渕　　聡
○センターでの主な仕事
　広報、広告物の作成、デザイン
○趣味・特技
　バスケットボール観戦、各種クラフ
ト、各種サブカル
○真岡でのおすすめスポット 
　WonderREX真岡店
○利用者へひとこと
　特技を活かしながら皆さんのサポー
トをしています。よろしくお願いし
ます。

佐藤　幸子
○センターでの主な仕事
　事務、利用者対応
○趣味・特技
　小物作り
○真岡でのおすすめスポット
　真岡市総合運動公園
○利用者へひとこと
　茶話、講座など楽しい行事がたくさ
んあります。是非ご参加下さい。

ごろ

ナガ ノ ダイ スケ ワタ ナベ ア キ

ウエ キ トモ コ カバ ヤ ミ ライ

カシ ブチ サトシ サ トウ サチ コ



団　体　名 主　な　活　動　内　容

トンコリ・ウポポ アイヌ音楽の演奏・普及活動

傾聴ボランティアさくら貝 傾聴推進活動を通して心の健康を目的とした活動

真岡ラジオ体操会 ラジオ体操を通して市民の健康づくり

返景会 小物作りを通し親睦・交流を図り地域に貢献する

西郷区第四町会 西郷区の存続維持に貢献し、親睦向上を図る

新規
団体
紹介
（4月現在）

22 33 第46号（2020）

センターよりセンターより

　コロナウイルスの影響により、外出自粛が続き、なかなかセンターの利用がで
きないというご意見をいただいております。
　コラボーレもおかでは、市民活動をおこなう皆さんにお家に居ながら活動のサ
ポートができる情報を動画・配信でよりわかりやすく受け取ってもらうため、
YouTubeを利用し発信していきます。
　センターの活動の様子からスキルアップ講座、料理やクラフトを楽しむこらぼ
茶話、登録団体の紹介ムービーなど様々な企画をおこなう予定です。ぜひ、ご視
聴ください！
（YouTubeの視聴には、インターネット環境及びパソコン・スマホ等の視聴デ
バイスが必要になります）

　コロナ禍にあって、コラボーレもおかでも、活動の変更を余儀なくされております。
　しかしながら、この機会を好機と考え、新たな取り組みを進めたいと思っています。
　具体的な活動は、チラシやウェブサイトでどんどん発信していくのでお楽しみに！

　令和2年度よりコラボーレもおかのセンタースタッフが一新されました。
　そこで、改めて、センタースタッフの簡単な紹介をさせていただきます。
　コラボーレもおかにお越しの際はお気軽にお声がけ下さい！

活動案内

① SNS導入
満を持して、SNSの導入です。
ぜひ繋がってくださいね！

② ネット配信
ZoomやYouTubeを使った講座や
情報の発信を行っていきます。

③ アンケート活動
利用者の皆さんに向けて

ボランティアの受入れについての
アンケートを実施します。

④ 調査活動
真岡市内の活動で使える
施設等をpick up！

コラボーレもおかのYouTubeチャンネルが開設されました！

https://j.mp/2UTCtUJ

下記コードをお手持ちのデバイスで
読み込んでアクセスできます！

長野　大輔（事務局長）
○センターでの主な仕事
　ボランティアコーディネート、事業
企画・運営
○趣味・特技　
　バードウォッチング、写真撮影、
ボードゲーム
○真岡でのおすすめスポット
　井頭公園や根本山がオススメ！
○利用者へひとこと
　いろんな「やってみたい！」を応援します！
困ったらとりあえず相談に来てみて下さい

渡邉　亜紀
○センターでの主な仕事
　受付・庶務全般
○趣味・特技
　ゴルフ・登山・裁縫・写経
○真岡でのおすすめスポット
　中華なら「ハヤフネ」、焼き肉なら
「しりゅう」
○利用者へひとこと
　はじめまして！益子町在住です。笑
顔全開で頑張ります！

植木　智子
○センターでの主な仕事
　窓口対応
○趣味・特技
　ドライブ
○真岡でのおすすめスポット
　小貝川
○利用者へひとこと
　利用者の皆様、はじめまして！よろ
しくお願いいたします。

蒲谷　未来
○センターでの主な仕事
　ボランティアコーディネート、相談
対応、web管理
○趣味・特技
　読書、コーヒー関係、PC関係
○真岡でのおすすめスポット
　教えてほしいです。
○利用者へひとこと
　3年目になりますがまだまだ学ぶこ
とばかりです。

橿渕　　聡
○センターでの主な仕事
　広報、広告物の作成、デザイン
○趣味・特技
　バスケットボール観戦、各種クラフ
ト、各種サブカル
○真岡でのおすすめスポット 
　WonderREX真岡店
○利用者へひとこと
　特技を活かしながら皆さんのサポー
トをしています。よろしくお願いし
ます。

佐藤　幸子
○センターでの主な仕事
　事務、利用者対応
○趣味・特技
　小物作り
○真岡でのおすすめスポット
　真岡市総合運動公園
○利用者へひとこと
　茶話、講座など楽しい行事がたくさ
んあります。是非ご参加下さい。

ごろ

ナガ ノ ダイ スケ ワタ ナベ ア キ

ウエ キ トモ コ カバ ヤ ミ ライ

カシ ブチ サトシ サ トウ サチ コ



44 11

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 E L：0285-81-5522
F A X：0285-81-5558
e-mail：info@collabo-moka.net  
U R L：http://www.collabo-moka.net/
【開館時間】火～金：9:00～21:00
　　　　　（土・日は18:00まで）
【休 館 日】・毎週月曜日　・祝日
　　　　　　・年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　  ※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。

◀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）

もおかの人と人をつなぐ広報誌

真岡市市民活動推進センター　コラボーレもおか　【運営団体】特定非営利活動法人ま・わ・た真岡市市民活動推進センター　コラボーレもおか　【運営団体】特定非営利活動法人ま・わ・た

ギ
ャ
ラ
リ
ー

　干
支
を
押
し
絵
で

ギ
ャ
ラ
リ
ー

　干
支
を
押
し
絵
で

個
人
登
録
　藤
倉
千
江
さ
ん

　全世界で大流行となった「新型コロナウイルス感染症」。
はじめに新型コロナウイルスにより影響を受けられた皆
様に心よりお見舞い申し上げます。また、日々前線で尽
力されている医療従事者の皆様を始め、関係各位に心か
ら敬意を表します。
　このような未曾有の災禍の中、市民活動の面ではどん
な影響があったのでしょうか。

〇手作りマスクをあなたのもとへ
　一時期、店舗から姿を消した「マスク」。高額での取
引やトラブルが発生してしまいました。そんななか各地
で「布製マスク」を作るボランティア活動が盛んになり
ました。さらに作ったマスクを学校や施設へ寄付する活
動に発展しました。市場にマスクが出回り始めた最近で
は、余ったマスクを募って、不足している方たちへ送る
活動も増えています。「マスク」が、こんな時期だから
こその助け合い活動に繋がりました。

〇新しいつながり方
　マスクが手に入っても、自粛期間中は集まりを持つこ
とができませんでした。特に5～6月は総会シーズン。

多くの方々が苦労されたのではないでしょうか。そんな
なか注目されたのはZoomなどの無料ウェブ会議サービ
スでした。相手の様子や資料を見ながら、複数の人たち
と双方向でのやり取りができるため、今では会議だけで
なく講座等でも多く使われています。なお、コラボーレ
もおかでもそんなサービスを使い、講座を企画中です。
使ってみたい方、ぜひご相談ください！

〇アフターコロナを考える
　ここに挙げた活動だけでなく、他にもコロナ禍によっ
て生じたさまざな課題に対応するため、多くの市民活動
団体が活動を開始しています。
　しかしコロナ禍の脅威は、自粛期間が過ぎた今も残っ
たままです。今後、大きく変化していく私たちの生活に
対応し、ボランティアや市民活動も変化を強いられてい
くのではないでしょうか。新たに表面化する社会課題や
組織の問題にどのように立ち向かっていくのか。コラ
ボーレもおかも皆さんと一緒に考えていきたいと思いま
す。

（主任コーディネーター　長野　大輔）

　当クラブは、2020年で設立８年目を迎えるNPO法人です。真岡地域でサッカーを
中心に各種スポーツの『する・観る・支える』の場を作り、子供たちの健全育成と活力あ
る地域づくりの為に日々活動しております。
　主な活動としては、サッカー・トランポリン・体操を行なっております。サッカーではイ
デアの育成の考え方をもとに、チームは大会などに向け練習を行い、スクールは楽し
みながら上達することを目的に行なっております。トランポリン、体操教室では色々な
技などにチャレンジして運動能力向上を目指しています。その他にもイベントとして
日頃なかなか触れる機会のないスポーツを行うなど、心身ともに健やかに成長するき
っかけ作りを行なっております。また文化活動として、ちぎり絵教室を開催しており、
街の展示場への展示なども行なっております。

■ 特定非営利活動法人イデア・スポーツ・コミュニティ 代　表：櫻井　　颯

登録団体紹介登録団体紹介

　初めまして！
　この団体は理事長である私自身の虐待の経験から、「栃木県就労支援事業者機構」
の所属を経て、一向に減らない虐待ニュースに悲観・奮起して立ち上げました。平成
28年1月に任意団体として設立し、同年10月には法人格を取得しました。現在、久下
田に事務局を置き、第5期事業が進行中です。
　栃木県共同募金会やとちぎコープ生活協同組合などの助成を受けながら、真岡市・
芳賀地区高校卒業生対象「自殺孤独撲滅運動ポケットティッシュ配布活動」、畑プロ
ジェクト活動、地域講座開催など子どもや地域を中心に置いた活動を行っています。
　今後の活動予定としては、二宮地区で地域食堂を設置運営していく予定です。
　詳細は下記のホームページをご覧ください。
　http：//www.nakayoshisekai.com
　皆さんのご支援・ご協力お待ちしております！

■ みんなだれかの仲良しの世界 代　表：山下 みゆき

　私たち「プアリリレフア」はウクレレを中心としたバンド活動をしています。
プアリリレフアとはサルビアを表すハワイの言葉です。演奏曲はハワイアンにと
どまらず、最近はメンバーが個々人で好きな歌謡曲、フォークソング、懐メロな
ども演奏しています。
　また、ハーモニカ愛好会にも参加しているメンバーがおり、ハーモニカの音を
取り入れて、演奏の幅も広がってきました。
　活動内容としましては月2回の定期練習会とコラボまつりの参加、近くのバン
ド仲間との年３回程度の交流会、年３回程度のボランティア施設訪問です。もし
バンド活動に興味がありましたら、お気軽に参加いただけると嬉しいです。

■ ウクレレ愛好会　プアリリレフア 代　表：大島　芳治
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当センターにもマスク回収箱が設置されています。
「酉」


