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渋川市石原６番地１

渋川市役所第二庁舎内
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午前８時３０分～午後５時１５分
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土・日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）
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npovolu@city.shibukawa.gunma.jp ※メールアドレスが変わりました。
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http://www.nposupport-shibukawa.com

●当センター登録団体のみ

音響器具を無料で
お貸しします

○ 器具：スピーカー一台、

有線マイク一本、

ワイヤレスマイク二本

○ 利用期間：原則四日以内

○ 予約：利用日の二カ月前から

電話にて

渋川まちづくり市民会議

市民活動団体パネル展示報告

渋川市合併時、市民から公募で委
員を集め、市総合計画に意見を提出
しました。会議解散後、自主的に存
続、運営。市の活性化、人口流入増
を目標に田舎暮らしや農業体験等を
進めています。また、総合計画の提
言を取り上げ、意見を集約していま す。
団体からの一言 毎月第２木曜日、
渋川南小、午後７時～、勉強会を開
催し、資質の向上を図っています。
事務所：渋川市石原 1600 番地 1

しぶかわＮＰＯ・ボランティア支援センターに登
録している NPO 法人や市民活動団体のパネルによ

(ホワイトパーク内)

電

話：0279-23-4122
090-2217-3343（田子）

る紹介を、平成２９年２月１日～３月２９日の約２
ヶ月間、市役所第二庁舎２階のあじさいサロンにて
行いました。
【展示参加団体】
NPO 法人

１６団体

市民活動団体

２０団体

計３６団体

各団体が趣向を凝らして作成したパネルを展示
し、市内にはどのような団体があるか、どのような
分野で活動しているのかを、市民のみなさんに知っ
ていただく良い機会となりました。
興味を持ち、一緒に活動してみたいと思われる団
体が見つかりましたら、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
問合せ先：しぶかわ NPO・ボランティア支援センター

電話 0279-2２-2210
◎次回は、平成３０年２月１日（木）～を予定
しています。

支援センター登録団体数 ：５５団体
(内訳 ＮＰＯ法人：２２団体 ・市民活動団体：３３団体)

NPO 法人 くわの実
古巻小学校区域で、
「くわの実」
「さ
くらクラブ」の２つの学童保育を運営
しています。放課後、家に子どもだけ
残して働く不安を解消する一助にな
ればと活動しています。学童では、宿
題や外遊び、室内での読書など、それ
ぞれ楽しく放課後の時間を過ごして
います。
団体からの一言 子ども達をサポー
トする支援員さんを募集しています。
連絡お待ちしています。
事務所：渋川市八木原 850 番地 1
電 話：0279-24-3106

こんな 本あります
『60 歳から少しだけ社会貢献を始める本』
著者：佐藤 葉・清水 まさみ
地域デビューの実践ガイドです

借りられます
本の貸出・返却＝１人２冊まで、利用期間は１５
日間、開館時間中どなたでも借りられます。

町職員の方から
小布施の歴史
や、花の町とし
ての歩みの講話
を聞く。

観光ガイドの方
から、小布施の
歴史資産とまち
づくりの創意工
夫を知る。

視察研修実施報告

赤城塾
『地域郷土を知る』を学習会の基本
テーマとし、月に一度開催していま す。
伝統行事、文化財、人物、物作りにつ
いての講演等、講師は塾生が推薦し和
気藹々楽しみながら行っています。
年会費は３千円です。
赤城塾について興味のある方は、どな
たでも気軽に参加できます。下記の電
話番号にお問い合わせください。
団体からの一言 現在、塾生を募集中
です。
事務所：渋川市赤城町三原田 618 番地 30
電 話：090-3207-2523

長野県上高井郡小布施町

『おぶせ花のまちづくり』
当センターでは、利用登録団体を対象に、活動の
参考としていただくため、毎年視察研修を行ってい
ます 。今年度は、5 月 26 日(金)に小布施町の視察
研修を行いました。
1 つ目は、『おぶせ花のまちづくり』です。花の
情報発信基地｢フローラルガーデン｣を中心に、花を

NPO 法人ぐんまアロマの木

見て心を和ませ、心を癒し、心の文化を育て、花を

渋川支部

学び、訪れる人に楽しみを与える美しいまちづくり

アロマテラピーの正しい知識と安
全な活用法をお伝えし、多くの方が心
身共に健やかに暮らせるように普及
活動を行っています。主となる活動
は、イベントでのアロマクラフト作り
や病院、施設を定期的に訪問してハン
ドトリートメントを行い、喜んでいた
だいております。興味をお持ちの方は
連絡ください。
団体からの一言 会員募集中です。

について、歴史や経緯などをお聞きしました。

講習会の依頼も随時受け付けています。

町の活性化に貢献しています。

事務所：渋川市内
電 話：0279-25-8806

2 つ目は、小布施観光協会の｢まち歩きガイド事
業｣によるオープンガーデン見学を体験しました。
小布施町のオープンガーデンは、｢外はみんなのも
の、内は自分のもの｣という概念によるもので、丹
精込めた自分の庭を開放し、花を介して人と人の交
流を深め、うるおいある美しいまちづくりを目指し
て実施されています。現在 100 軒余りが参加して、

活動団体の情報 平成２９年 6 月 1 日現在
市内 NPO 法人数：４１団体

ＮＰＯ法人・市民活動団体のイベント情報
内

容

場

所

日

渋川おもちゃの病院
・おもちゃの修理を行っています。

豊秋公民館

環境まつり等で出張修理も実施。

時

申込・問合

毎週第４土曜日

渋川おもちゃの病院

(変更もありますので

TEL 0279-22-0312

ご確認くだい)

（担当

元気カフェ

都丸）

NPO 法 人

・在宅介護者の方、ほっと一息つきませ
んか？オリジナルコーヒーを用意し

トポスカフェ
（渋川市渋川1816-31）

毎週火曜日

トポスはなみずき

午後 1 時～4 時

TEL0279-25-7239
（代表

て待ってます。
（コーヒー100 円特別提供）

第４回秋の交通安全フェア
～遊んで学ぼう交通安全～

・ミニ消防車や高所作業車等の試乗。
消防車、救急車、白バイを展示。

赤城総合運動自然公園内、
赤城西麓土地改良事務所
前駐車場

第 7 回自然観察会・植樹体験
緑を包む里山づくり in 小野池
・里山の自然に親しみ、植樹や高校生

小野池あじさい公園
内あずまや

・水辺の生き物、植物の観察会他

午前９時～午後２時

１０月上旬
(詳細決定後、チラシ
にてお知らせ)

作品のミニ水車見学、ゴーコン汁試食

水中生物体験学習

９月１７日(日)

赤城町宮田大島地区
（ほたる生息地）

中村 稔子）

ふるさと勢多郡・友の会
TEL 090-3341-9812

（担当

齊藤）

N P O 法 人渋川広域もの
づくり協議会
TEL0279-20-1400
（代表

岸 邦夫）

１０月１５日(日)

宮田ほたるの里を守る会

午前９時～正午

TEL・FAX

赤城ふれあい祭り

赤城公民館

10 月 21、22 日(土、日)

0279-56-8780

・宮田ほたるの里を守る会活動紹介他

展示コーナー

午前９時～午後３時

（事務局

渋川市中心市街地まち

渋川まちなかうたごえサロン
・青春時代に歌った、懐かしい思い出
の曲をみんな一緒に歌います。

星野 信好）

エッグホール
（渋川駅前通り商店街）

10 月 21 日(土)

づくり市民サポーター

午後３時～５時

TEL0279-22-2596

(事務局 商工振興課)

(参加費 500 円ドリンク・プチデザート付)

●支援センター新規登録団体（平成 28 年 3 月～平成 29 年 3 月末まで受付日順）

お知らせ

（団体名）

（主な分野）

平成２９年６月５日より

・渋川ソフトテニススポーツ少年団

スポーツ、子どもの健全育成

E-mail アドレスが変

・北橘地区竹の里づくり協議会

まちづくり、環境保全 他

更となりました。

・赤城塾

社会教育、まちづくり 他

・ドリームスターズ

芸術、福祉（慰問）

・渋川ケーナ愛好会

芸術、国際協力 他

・渋川ピコ・アイランダース

文化・芸術

・成幸カウンセリング協会 渋川支部（法人）

社会教育、子どもの健全育成 他

・下南室太々御神楽保存会

学術・文化・芸術

・生涯学習おのがみチーム

まちづくり、子どもの健全育成 他

・渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館友の会

学術・文化・芸術

※渋川市内で活動している団体の方は登録を是非ご検討ください。

npovolu@city.shibuka
wa.lg.jp

npovolu@city.shibuka
wa.gunma.jp
赤字の部分が変更となり
ました。

