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さくら市市民活動支援センター さくらつうしん Vol.03

登録団体が増えてます！

子育て世代向けの団体が充実

全館 FreeWi-Fi 利用できます！

外国人向けの活動も活発です
　さくら市に暮らす、外国人向けの活動を行っている団体
もあります。例えば「さくら市国際交流協会」は、日本語
教室を、「ハムエッグ」は日帰り体験イベントを開催して
います。外国人が楽しく安全に暮らすためには、欠かすこ
とのできない活動です。１１月に、ハムエッグ主催のイベ
ントで、外国人のみなさんがリンゴ狩りにいってきました。
その様子を別ページにてご紹介します。
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文化・芸術・スポーツ

まちづくり

子育て支援

登録団体の主な活動分野
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　7 月下旬の本格再開以降、団体活動が活発になってきまし
た。登録数も３０を超え、毎週のようにどこかの団体が、
イベントを開催しています。いい意味でコロナ禍に慣れてき
て、実施ノウハウが蓄積されてきたのだと思います。油断は
禁物ですが「しっかりと準備をすることで、きっちり動くこ
とができる」という機運が、醸成されてきました。
　登録団体の活動分野を、下の円グラフにまとめました。活
動分野が複数にまたがる場合は、最も代表的な分野でカウン
トしています。子育て支援とまちづくりの比重が高いようで
すね。このグラフをみて、みなさんはどんなさくら市をイメー
ジしますか？

　「Sakura mama's KIRE」や「みつばちプロジェクト」「マ
マトキ」など、当センターは子育て世代、とりわけ小さなお子
さん向けに活動している団体が充実しています。とても好まし
い特徴です。一口に子育て支援といっても、それぞれの団体ご
とに得意なことも違えば、関わっている人も違うからです。各々
が特徴を発揮することで、より多くのニーズに対応することが
できます。この勢いで「子育てにやさしいさくら市」をどんど
ん加速させてしていってほしいです。

　会議や打ち合わせ、講習会といった団体活動にご
利用ください。登録団体は無料です。予約が必要で、
3 ヶ月先の最大 3 件までご予約できます。テーブル、
イス、ホワイトボード完備。

　どなたでも予約なしで自由に利用できます。イス
とテーブルがありますので、打合せや休憩、軽作業
などにご利用ください。

　コピー機（カラー，モノクロ）および、大量印刷
に便利な印刷機（モノクロ）があります。どなたで
も利用できます。料金は当センターまで。

　メールボックスは、団体あての郵便物の受け取り
や、メンバー間の書類のやり取りなどにご利用でき
ます。活動に必要な備品を保管できるロッカー（月
100 円）もあります。

会議室（無料）

フリースペース（無料）

コピー・印刷機（有料）

メールボックス（無料）
ロッカー（有料）

サーマルカメラ ( 無料 )
　検温用サーマルカメラを無料で貸
し出しています (１週間前までの事
前申込が必要 )。額にかざして検温
する非接触タイプです。イベント開
催など、各種市民活動にご活用下さ
い。お申し込みは当センターまで。

使って
くださいね



登録団体登録団体さんさんご紹介ご紹介
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～喜び連なる出会いを～ 
　出産を機に繋がったママ友で「Sakura  mama's  KIRE」を
結成したのが約 2 年前。さくら市のママのために子育て支援
をしたいと、今秋「KIRE の家」をオープンさせました。 
　子連れでも気軽にふらっと立ち寄れる、ママがほっこりでき
る時間と空間を目指し、地域の子育てママで運営をしています。 
　子育てはひとりじゃない。地域全体で支え合いながら子ども
の成長を見守っていきたいものです。 
　「家」では親子で楽しめる講座やイベントも開催されます。
楽しい時間と共に学びの時間がみなさんの子育てをきっと豊か
なものにしてくれます。 
　お茶を飲みながらゆっくりおしゃべりするのもいいですね。
飲食スペースがあり、ベビー用品も備わっています。 
　ぜひふらっとお立ち寄りください。素敵な出会いが待ってい
ますよ！

みなさんこんにちは ‼
　私たちは、喜連川地域で活動している「ＮＰＯ法人まちづく
りネットワーク・笑顔」です。法人設立１１年の団体で、平成
23 年９月から、まちなかの空き店舗を利活用した、みんなの
居場所「とちじゅう交流館」を拠点に活動しています。
　「とちじゅう」という名は、明治５年、栃木県１０番目に開
設された郵便局であったことから付けました。活動内容は、ま
ちづくりと環境の保全、また子どもの健全育成を図る活動の３
本柱を掲げ、さまざまなボランティアやイベント活動をしなが
ら、まちの活性化に繋がるよう楽しい企画を考えています。
　最近の活動拠点は、子どもの居場所「コンタくん家（ち）」
と高齢者のサロンです。子育てに疲れているお母さんに、少し
でもサポートができれば思います。
　だれでも気軽に自由に利用できる居場所を提供しています。
是非ご利用ください。

　こんにちは、みつばちプロジェクトの平野と申します。これ
まで絵本の読みきかせでの、地域の子育てサポートや健康指導
の体操イベント等をやらせていただきました。
　娘たち世代がいつか親になる頃には、周りの子育ての支えが
今よりもっと多くの温かいものであってほしい。そう願いなが
ら今後 20 年、少しずつ子育てサポートさせていただきたいと
思っております。
　また今を生きるみなさんとも、20 年後も変わらず健康第一
で会えること。これを僕たちみつばちプロジェクトの目標とし
て、体操指導させていただきたいと思います。
　みなさんに学ぶ機会をいただきながら、出会った方がほっと
一息ついてまた一歩踏み出すことにお役立てできれば幸いで
す。よろしくお願い致します。

みつばちプロジェクト

NPO 法人 まちづくりネットワーク・笑顔

Sakura mama's KIRE

各団体の連絡先は、
市民活動支援センターまで



ハムエッグ

まちの応援団 ～樹～
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おしゃべり場

内容拠点名 場所 日時

いこいの場

たつきさん家

介護について

おしゃべり

しましょう会

第２,４火曜

第１,３月曜

第４木曜

10:00~11:30
さくら市市民活動
支援センター２F

たつきさん家
さくら市氏家 ���� 番地

さくら市氏家 ���� 番地

さくら市氏家 ���� 番地 

ち

ち

たつきさん家

10:00~12:00

10:00~12:00

おしゃべりや軽
い運動など。

自由にやりたいこ
とをやっている。
話が弾むとランチ
を楽しむことも。

当事者や，介護をし
ている人，これから
する人など，介護に
かかわる多様な人に
よるおしゃべり。

ち

　樹 ( たつき ) は、誰もが暮らしやすい町を、自分たちで
作っていこうという思いで活動されている団体です。モッ
トーは、健康づくり、仲間づくり、そして社会参加です。

町づくりを自分たちの手で

リアルな交流がモットー

家族で参加できる

目的別に３つの活動拠点
　樹は３つの活動拠点を持っています。１つ目は、おしゃ
べりや軽い運動などを行っている「おしゃべり場」、２つ
目は、多世代間の交流場所である「いこいの場　たつきさ
ん家」、そして３つ目は、介護にかかわる多様な人が集う「介
護についておしゃべりしましょう会」です。

拠点にも重要な役割
　２番目にご紹介した「たつきさん家」　は、一般の住宅
が活動場所となっています。かしこまった会議室のような
空間とは違い、とてもアットホームな雰囲気が特徴です。
　お越しになる方は、高齢者が多いとのことですが、目指
しているのは「多世代間交流」だそうです。気兼ねなく入っ
てきやすく、人と人とのつながりが自然と生まれる一軒家
が、こういったところで活きてくるのですね。
　拠点に命を吹き込む「人」は当然大切です。それと同じ
くらい、建物というハードウェアにも、欠かすことのでき
ない役割があるようです。

連絡先：028-682-2061（谷口洋子まで）

取材報告

　ハムエッグは外国人との様々な交流活動を行っている団体で
す。特に、一般市民とのリアルな交流に重きを置いています。実
際にそこで暮らしている人たちと、直接触れ合うことが、真の相
互理解につながると考えているためです。

　そんな交流の一環として、先日、リンゴ狩りに行くイベントが
ありました（写真）。参加した外国人は、ベトナムと中国の方で、
うち数名はご家族での参加でした。ご家族の方も気軽に参加でき
るのは、とても素晴らしいことです。例えば仕事で来日している
外国人の場合、家を出ることが少ないご家族は、時として孤立す
ることがあるためです。そのような人が一人でもいなくなるよう、
ハムエッグのイベントを通して、人とのご縁をお持ち帰りいただ
ければと感じました。

取材報告

取材報告



講 座

あいてぃー
コーディネーター
は ま ぐ ち  の

第 2回
「知っておきたいデータの単位」

　スマートフォンが普及してきて「ギガが足りない！」とい
う言葉を耳にすることが増えてきました。でも「ギガ」って
何のことでしょう？なんとなく「通信量のことかな？」とい
うイメージは持っていると思います。ほぼ正解です。

　もう少し掘り下げましょう。実は「ギガ」だけだと、何の
単位なのかわかりません。IT の分野でギガと呼ぶとき、通
常ギガバイト（GByte）、もしくはギガビット（Gbit）のど
ちらかを意味しています。この２つは大きな違いがあるので、
どちらの単位を意味しているのか、正確に把握しておくこと
が大切です。一般に通信速度など、瞬間的なデータ量を表す
とき、bit が使われ、記憶容量など蓄えるデータ量を表すとき、
Byte が使われます。

火 ~ 土曜日 9:00 ~ 21:00 

日、月、祝日、8/13 ~ 8/16、12/29 ~ 1/3
〒 329-1311
さくら市氏家 1857 番地（駐車場あり）
氏家駅東口　徒歩 1 分
TEL ：028-615-7117  FAX：028-615-7973
Web ：https://sakura-casc.jp/
Mail ：chodo-e@sakura-casc.jp

コーディネーター谷口の 「ある日のつぶやき」コーディネーター谷口の 「ある日のつぶやき」

ギガはデータ量のこと

バイトとビット

１Byte は英数字１文字分

ギガは１０億、メガは１００万

動画や写真はデータ量が多い

　では、先頭の「ギガ」について説明します。ギガとは
１０億という意味です。つまり１GByte とは１０億 Byte の
ことです（厳密にはピッタリ 10 億ではありません）。ギガ
より１つ小さな単位（1000 分の 1）はメガ (100 万 )で、

　GByte が大容量ということが、分かったと思います。そ
れでもギガがすぐに足りなくなるのは、スマートフォンでは、　
文字以外に、写真や動画を見ることが多いからです。特に動
画は、写真とは比べ物にならないくらいデータ量が大きいの
で、注意が必要です。「YouTube を見るなら、ギガを消費し
ない Wi-Fi にしよう」というのは、こういう理由だったので
すね。

17:45 以降は会議室の予約があるときのみ開館

　１Byte は英数字１文字分のデータ量になります。日本
語１文字は２Byteです。つまり１GByte は、英数字だと
１０億文字で、日本語だと５億文字分のデータ量になります。
一般的な朝刊がおよそ５０万文字なので、途方もないデータ
量ですね。では bit（ビット）はどういう単位でしょうか？
結論からいうと 1Byte ＝８bitです。つまり、Byte を bit
に置き換えると数字が大きくなります。その感覚だけ持って
おけば、とりあえず OK です。

さらに 1000 分の 1 になるとキロ（1000）になります。な
じみのある単位が出てきましたね。
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息子ぐらいの若者 ( ？ ) と話をしました。仕事で研修会に行ったそうです。

そこで聞いた言葉が、心に残っていると・・・。

「どんな言葉？」　　「今を生きる」

そのうち、そのうち・・・と暮らしている私には、耳が痛い言葉です。

みなさんの心に響く言葉は、どんな言葉？

「今を生きる」いい言葉だニャ～

みんなも今を生きてニャン

開館日

休館日 氏
家

P
コチラ

国道293号線

至 那須塩原

至 宇都宮

国
道
４
号
線


