ｃｏｎｔｅｎｔｓ
■支援センター事業実施報告
■市内 NPO 法人・市民活動団体紹介
■市民活動団体のイベント・ボランティア募集情報
■しぶかわ市民活動団体紹介ブック改訂版のお知らせ

２０１３. １２月

N０.９
市民が相互に支え合う地域社会の実現を目指して

３７

■当センター利用登録団体数

17

３３

（NPO 法人、ボランティア団体等）

（平成２５年９月３０日現在）

《平成 25 年度》

☆セミナー開催

支援センター事業 実施報告

―７ 月 11 日―

(『ＮＰＯを学ぼう！』～これからのＮＰＯ～)

▲第１部の様子

31

市民活動団体のパネル展示を行います

うち 渋川市 NPO 法人数

日（月）

８０７

日 月
( ま)で、

■群馬県認証 NPO 法人数

渋川市内のＮＰＯ法人や当センター登録任意団体等の市民活動を
パネルで紹介します。
それぞれの団体が趣向を凝らしたパネルを展示しています。
市内にどのような活動を行っている団体があるのか、是非ご覧く
ださい。

(平成 25 年 6 月 6 日設立)

26

年２月３日（月）～３月

・NPO 法人ピーチ

▼展示期間 平成

(平成 25 年 4 月 1 日から 9 月 30 日まで)

▼展示場所 市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン

◇市内新設 NPO 法人

（会場隣のあじさいホールは、２月３日 月( か)ら３月
確定申告会場となっています。
）

▼ 昨年度のパネル展示の様子 ▼

平成１０年から施行され
たＮＰＯ法(特定非営利活動
促進法)が、平成２４年４月、
改正されました。ＮＰＯを取
り巻く社会情勢も変化する
なか、もう一度ＮＰＯについ

て学ぼうとセミナーを開催しました。
第１部は、群馬県ＮＰＯ・多文化共生推進課ＮＰＯ
法人係長より「ＮＰＯの変遷」を認証数や法制度の側
面からお話していただき、第２部は、認定ＮＰＯ法人
じゃんけんぽんの理事長（井上謙一さん）より、設立
から認定ＮＰＯ法人、そしてこれからの方向性等、経
験を交えたお話をしていただきました。
参加者は 34 名で、
「ＮＰＯの何たるかを
理解できた。
」
「ＮＰＯが目指すもの
が何かを指し示された
ように思う」等の感想
がありました。
▲第２部の様子

☆視察研修

― ９ 月 13 日―

（ＮＰＯ法人赤城自然塾・ＮＰＯ法人よろずや余之助）

県内の先進的なＮＰＯ法人を訪れ、市内団体にも
応用できる活動や運営のヒントを得るため、視察研
修を実施しました。
赤城山を中
心に据え、市民
団体や企業、地
域、学校等と連
携した自然保護 ▲ＮＰＯ法人赤城自然塾（サンデンフォレスト内）
活動を行ってい
るＮＰＯ法人赤
城自然塾（前橋
市）、地域の居
場所＝コミュニ
ティ・カフェをい ▲ＮＰＯ法人よろずや余之助（余之助茶屋）にて
ち早く立ち上げたＮＰＯ法人よろずや余之助（太田市）
を訪問しました。
参加者 17 名は、設立の経緯から実践した活動、資金
調達や会計、運営のポイントなどについて、具体的な
話に熱心に耳を傾け質問し、有意義な研修となりまし
た。
「人との繋がり、地域との連携が大切だと今日の研修
で実感しました」との感想が聞かれました。

※ＮＰＯ法人は「特定非営利活動法人」の略称です。

NPO 法人
国際福祉経営支援ネットワーク
代表者

山内 哲也

介護者の知識・技術の向上を目的
とした講演会・講習会の開催や、
高齢者・障害者等の人権の擁護を
目的とした相談・支援活動を行っ
ています。
また、社会福祉法人向けの会計セミナーや介
護施設職員向け研修会を通じて福祉の増進と社
会教育の推進に努めています。

NPO 法人 竹取物語
代表者

高橋 廣司

竹の利用価値が薄れ、放置
された竹林が増加したため、
住環境に害を招くほどにな
りました。健全な竹林を持続
的に管理していくため、整備
保全の提案や人材育成、竹や
木材の有効活用を図ってい
▲切竹破砕の様子
ます。
竹林で伐採した竹は、その場で竹のチップに加工
し、土壌改良やキノコの菌床に利用しています。

☆団体から一言☆

☆団体から一言☆

現在、セミナー講師派遣、施設等のオンブズマ
ンを行っています。いつでも入会できます。お待
ちしています。

里山の元気再生のため、人と野生鳥獣のすみ分
けができる緩衝帯を創って、緑豊かな郷土の里山
を保全しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設立年月日
平成２０年２月２９日
．・
事 務 所
渋川市行幸田３２７-５
電話番号
０２７９－２３－３７７２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設立年月日
平成２１年９月２４日
事 務 所
渋川市八木原６４９-１
電話番号
０２７９－６０－７７２３

渋川市中心市街地
まちづくり市民サポーター
代表者

E-メール

info@japan-recycle.com

NPO ふるさと勢多郡・友の会
代表者

小松 秀司

中心市街地の賑わい創
出を目的に、イベントの企
画・実践を行っています。
自分たちの地域を自分た
ちで元気にしていくため
に、自発的に活動を行って
▲２０１３ まちなか
交流広場イベントの様子
います。
今年は「渋川まちなかうたごえサロン」
「交流広
場イベント」を開催しました。１２月にはイルミネ
ーションを実施しています。

☆団体から一言☆
中心市街地を賑やかにするべく、みんなでわい
わい楽しく活動しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設立年月日
平成２１年７月２１日
事 務 所
渋川市石原８０（渋川市商工振興課内）
電話番号
０２７９－２２－２５９６（渋川市商工振興課内）

原 昭彦

環境保全や経済の活性化を通じ、地域の発展に貢
献することを目指し、平成 24 年 7 月に発足。会員
は約
110 名。今年度は、
「赤城自
然園」の入り口で地元野菜
等を販売し、誘客を支援。
また「交通安全フェアーin
しぶかわ」の手伝い、地元
通学路の下草刈り、国道３５３
▲下草刈りの様子
号線のゴミ拾い等、地域安全に貢献できることを行
っています。

☆団体から一言☆
市町村合併で消えてしまった「勢多郡」の名を
後世に残そうと結成しました。視察研修も企画し
ています。元気な仲間集まれ！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設立年月日
平成２４年７月１日
事 務 所
渋川市赤城町樽６９３
電話番号
０２７９－５６－３４８０

E-メール

mochizukikaihatu@nifty.com

市民活動団体のイベント・ボランティア募集情報
内

容

場

スキー、スケートの

指導ボランティア募集
A 親子スケート教室
B 親子スキー教室 ①、②
★指導ボランティアは各回２～３名

所

日

A 群馬県総合スポー
ツセンター
アイスアリーナ
B ①玉原スキー場
②未定

A １２月７日(土)
（午後１時から指導を予定）

B ①１月２５日（土）
②２月 １日（土）
（午前８時～午後５時を予定）

１２月７日（土）
午前 ９時３０分～
午前１１時３０分

しぶかわファミリーサポートセンター
冬の大交流会

「ケーキをデコろう！」

・ケーキのデコレーション（飾りつけ）
・クリスマスグッズの作成
・バルーンアートでアンパンマンを作成

渋川市福祉庁舎
（渋川ほっとプラザ）
２階

時

＊定員５０家族になり次第、
締め切ります。詳細はお問い
合わせ下さい。

申込み・問合せ等
ＮＰＯ法人
コミュニティきっず
０２７９－５３－４０５１
(代表 後藤宅)
＊ボランティアの詳細は面談にて

しぶかわファミリーサポート
センター
（NＰＯ法人シーヤクラブ）

０２７９－２２－５２００

ひ と じゅく

第 77 回

「人 塾 」 （講演会）

「地域福祉のレシピに必要な食材探し
～社協、ボランティア、民生委員～」

講師 ： 金井 敏 氏
（高崎健康福祉大学教授）
・参加料 500 円
渋川ジュニアオーケストラ

渋川中央公民館
２階 講義室

クリスマスコンサート
・人々によく知られている楽しい曲を演
奏します。
・入場無料

渋川中央公民館
４階 講 堂

１２月１４日（土）
午後１時～午後４時

ＮＰＯ法人
日本福祉教育研究所
０２７９－２４－３９９９
（代表 妹尾宅）

１２月１５日（日）
開場 午後２時１０分
開演 午後２時３０分

ＮＰＯ法人
渋川ジュニアオーケストラ
０２７９－２２－３３００
（代表 白井宅）

渋川まちなかうたごえサロン
・青春時代に歌ったなつかしい曲を皆
で一緒に歌います。

２月２２日（土）
午後３時～午後５時

渋川公民館 講 堂

・プチデザートと飲み物付き 500 円

渋川市中心市街地
まちづくり市民サポーター
０２７９－２２－２５９６
渋川市商工振興課
(商業振興係)

センターからのお知らせ
『しぶかわ市民活動団体紹介ブック』
（改訂版）を作成しました。
市内に団体の所在地もしくは活動拠点があるＮＰＯ法人、任意団体、ボラ
ンティア団体を紹介しています。（本書に掲載することを希望した団体で、
自治会などの地縁組織は掲載していません。）
ご覧になりたい方、ご入り用の方は、当センターへお立ち寄りください。

支援センター案内
◆所在地

渋川市役所第二庁舎
渋川市石原 6 番地１

◆開館時間

午前 8:30～午後 5:15

◆休 館 日

土・日曜日、祝日、
年末年始

《発

行》

しぶかわＮＰＯ・ボランティア支援センター (渋川市 市民部市民生活課)
〒377-8501 渋川市石原８０番地
電 話 0279-22-2210 Fax. 0279-22-2132
しぶかわＮＰＯ
検索
E-mail npovolu@city.shibukawa.lg.jp
U R L
http://www.nposupport-shibukawa.com

