NPO 法人・市民活動団体のイベント情報
内

容

小野上地区
文化フェスティバル
好きな写真を選んで缶バッチ
を作ろう。 ソフトクリームも自
分で作っちゃおう。楽しい体験が
イッパイあるよ。来てね！

場

所

小野上公民館
と
駐車場

日

11 月 4 日（日）
午前 9 時～午後 3 時

水嶋一江ストリングラフィー・ア
ンサンブル『糸の森の音楽会』
糸電話の原理で、13m の絹糸
に紙コップを通し、両端を固定し
た楽器です。糸を手で擦り音を出
します。新芸術をお楽しみに。

渋川公民館
講堂

11 月 18 日（日）

渋川公民館
講堂

12 月 9 日（日）

開場午後 1 時 10 分
開演午後 1 時 30 分

助川太郎グループの

『Christmas Concert』
ギターの認識が変わる演奏。心
躍り癒やされる音色。ノスタルジ
ックで懐かしいケーナの音色。

楽しい曲を沢山用意していま
す。皆様ぜひ、お越しください。

渋川公民館
（予定）

新春ふれあい広場
ホタルの保護活動、資料展
示、配布。大型ポスター展示。
DVD の放映。
ミスホタル・ミス水芭蕉参加
ぜひ、お越しください。

開場午後 1 時 00 分
開演午後 1 時 30 分

生涯学習おのがみチーム

TEL 0279-59-7027
（小野上公民館）

渋川おやこ劇場
TEL090-1994-2382

代表 山口
（連絡は午後 3 時以降）

miru 会
担当 国分 幸子
TEL

赤城公民館
１階ロビー

080-6809-4273

担当 籾倉 泰子
TEL

ジュニアオーケストラ

『クリスマスファミリー
コンサート』

申し込み
問い合わせ

時

090-3067-2358

NPO 法人渋川ジュニア
12 月 16 日（日） オーケストラ
午後 2 時～午後 4 時
TEL 0279-22-3300
担当 白井

宮田ほたるの里を守る会
TEL 0279-56-8780
事務局 星野 信好
午前８時３０分～正午 (主催：赤城町ボランティ
ア連絡協議会）
平成 31 年
1 月 19 日（土）

○新規登録団体
渋川子ども若者未来創造プロジェクト
(主な分野) 社会教育、まちづくり、学術・文化・芸術・スポーツ。
首都圏との交流人口を増やすため、在京の劇団と協力し、赤城町の廃校を活用した地元参加
型ワークショップや舞台公演の場を提供します。
○新規登録団体
やわレンジャー
(主な分野) 子どもの健全育成
NPO として実施していた、
『しぶかわ子ども食堂』等の活動は今後も継続します。
5 団体(NPO やわら・ロリポップ・なないろ・リュックサック・さくらんぼ)が運営する団体

【紅葉の河鹿橋】撮影地：伊香保温泉
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ちょこっとボランティア情報
セミナー開催のお知らせ
パネル展示会のお知らせ
団体の活動紹介
NPO 法人・市民活動団体のイベント情報
お知らせ

しぶかわＮＰ０・ボランティア支援センター
(渋川市市民部市民協働推進課)

●所
在 〒377-0007 渋川市石原６番地１ 渋川市役所第二庁舎
●開館時間 午前８時３０分～午後５時１５分
●休 館 日 土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
●電
話
0279-22-2210
●ＦＡＸ 0279-22-2132
●Ｅ－ ｍａｉ ｌ
npovolu@city.shibukawa.gunma.jp
●Ｕ Ｒ Ｌ
http://www.nposupport-shibukawa.com

団体の活動紹介

『 こんな本あります 』
地域を元気にする

『実践！コミュニティデザイン』
著者：延藤安弘、木下勇、小林郁雄、佐藤亮子、
ジェフ・ホー、田中充、チャン・シェンリン、
豊田玲子、中瀬勲、林まゆみ、林泰義

宮田ほたるの里を守る会
ホタルは梅雨に入ると発生し、梅雨
があけると居なくなる昆虫です。6 月
の始めにゲンジボタル、6 月末から 7
月末までがヘイケボタルの観賞がで
きます。期間中、毎夜観賞案内が行わ
れます。家族・友人・職場の仲間連れ
で優雅なホタルの舞を楽しむことが
出来ます。ぜひ来年はお越しください。

～まちの 100 年先をデザインする～
この国の難題をチャンスに変える 11 名
のフィールドノート。

セミナー開催のお知らせ
『もしもの防災･役立つあれこれ』

●当センター登録団体のみ

・印刷機

：

１台

製版

１枚

50 円

印刷

１枚

１円

・利用期間：
・印刷用紙：

開館時間内
A4・A3 対応
（料金は同じです）

※印刷用紙は各団体でご持参
ください。

●ちょこっと、ボランティア情報●
《 ボランティアって 》
人力・時間の提供支援の他、寄付(お金)・寄贈(品物)

～災害から自分と家族を守るコツ！～

も含まれるって、皆さん知ってましたか？

団体からの一言 会員募集中です。
園児から、小、中、高校生、短大学生、
社会人になっても会員で活躍中です。

・日時：平成 30 年 11 月 16 日（金）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分

ここでは、そうした情報をお伝えしています。

事務所：渋川市赤城町宮田 1154

・講師：NPO 法人 わんだふる
赤羽 潤子氏

電 話：0279-56-8780

・場所：渋川公民館

講堂

≪女性目線からの防災≫
※関心のある市民の方
誘い合わせてぜひご参加ください！
他とは違う役立つ情報がイッパイ。

支援センター登録団体

パネル展示会のお知らせ
渋川市中心市街地まちづくり市民
サポーター
中心市街地のにぎわい創出を目的
に、イベントの企画・実施をしていま
す。平成 30 年度も、みんなで歌って
楽しむ「うたごえサロン」、模擬店と
ミニライブで盛り上がる「渋川まちな
か交流屋台村」など、各種イベントを
実施しています。
団体からの一言 和気あいあいと楽
しく活動しています。お気軽にご連絡
ください！
事務所：渋川市石原 80
(市役所商工振興課内)
電 話：0279-22-2596

渋川市内の NPO 法人や当センターに登録して
いる市民活動団体の活動を報告します。
子育て・高齢者・障がい者支援、環境、まちづく
り、社会教育など、それぞれの分野で活動する団体
について、写真やイラストなどで紹介します。
第二庁舎にお越しの際は、ぜひご覧ください。
展示期間
平成 31 年 2 月 1 日(金)～2 月 28 日(木)
展示場所
市役所第二庁舎 2 階 あじさいサロン

活動団体情報

平成 30 年 9 月 30 日現在

市内 NPO 法人数：39 団体

団体の活動紹介

印刷機を安価で利用できます。

『トランポリン』ありがとうございました。
３台のトランポリンを寄贈いただきました。
子ども達は順番を守り、数を数えてルールを守る事
を学び、楽しく遊んでいます。感謝いたします。
NPO 法人 ピーチ 担当：川崎 090-3147-6375

NPO 法人 サポートハウス なずな
なずなの紹介をさせてください。
設立から 16 年が経ちました。
現在、
“地域で住もう。働こう。
”の理
念の元、就労継続支援 B 型施設“はこ
べら”と“なずな”でお仕事をしてい
ます。暮らしは、“共同生活援助なず
なホーム”の７棟で暮らしています。
団体からの一言 地域であたりまえ
の生活ができるよう、仕事をして、み
んなで頑張っています。
なずなは、こうした活動をしています。
事務所：渋川市川島 1531-1
電 話：0279-24-0568

『自宅で寝ている古布』寄付感謝！再度お願い！
トポス作業所で前回お願いした古布。沢山の寄付頂き、
ご協力ありがとうございました。綿裂布を横糸にしバッ
ク等制作し販売しています。再度ご協力お願いします。

NPO 法人 トポスはなみずき 担当：中村 027９-25-7239

『おもちゃの修理部品』寄付お願いします。

NPO 法人 シーヤクラブ

おもちゃを修理する際によく使用する、ピニオンギヤや
ネジなどの修理部品の寄付をお願いいたします。
なお、おもちゃのドクターも随時募集しています。

運営している“しぶかわファミリー
サポートセンター”は、子育て中の人
と、子育ての応援ができる人を繋いで
います。3 年前からは、赤ちゃんとお
母さんを中学校に派遣して、生徒と交
流する『ふれあい事業』も行っていま
す。0～70 才代の人たちが交流して
います。
団体からの一言 子育て支援に関心
のある方は、ぜひ“ファミサポ”に登
録してください。お待ちしています。

渋川おもちゃの病院（豊秋公民館) 0279-22-0312

『子ども大好きな託児ボランティア』募集 ！
しぶかわ子ども食堂やイベント時に活躍くださる、子
ども大好きなボランティアさんを募集しています。
詳細は下記に連絡ください。学生さんも大歓迎です。
NPO 法人 やわら担当：狩野 090-1665-0556

支援センター登録団体数：55 団体

事務所：渋川市渋川 1811-32

(内訳 NPO 法人:19 団体・市民活動団体:36 団体)

電

話：0279-22-5200
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5 団体(NPO やわら・ロリポップ・なないろ・リュックサック・さくらんぼ)が運営する団体

【紅葉の河鹿橋】撮影地：伊香保温泉

■
■
■
■
■
■

ちょこっとボランティア情報
セミナー開催のお知らせ
パネル展示会のお知らせ
団体の活動紹介
NPO 法人・市民活動団体のイベント情報
お知らせ

しぶかわＮＰ０・ボランティア支援センター
(渋川市市民部市民協働推進課)

●所
在 〒377-0007 渋川市石原６番地１ 渋川市役所第二庁舎
●開館時間 午前８時３０分～午後５時１５分
●休 館 日 土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
●電
話
0279-22-2210
●ＦＡＸ 0279-22-2132
●Ｅ－ ｍａｉ ｌ
npovolu@city.shibukawa.gunma.jp
●Ｕ Ｒ Ｌ
http://www.nposupport-shibukawa.com

