【アガパンサス】 和名、ムラサキクンシラン。南アフリカ原産の多年草。
ギリシャ語のアガベ(愛)、アンサス(花)の２語からなる｢愛の花｣の意味。
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No.12
市民が相互に支え合う地域社会の実現を目指して

No.1２

市民活動団体パネル展示報告
渋川市内の NPO 法人や当センターに利用登録している任意団体等の市民活動をパネルで紹介しました。
各団体が趣向を凝らしたパネルを展示し、市内にどのような活動を行っている団体があるか、多くの市民の
方々に知っていただく良い機会となりました。
● 展示期間 平成２７年２月２日（月） ～ ３月３１日（火）
● 展示場所 渋川市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン

※次回は、平成 28 年 2 月 1 日（月）～3 月 30 日（水）を予定しています。

視察研修実施報告

✻視察地 《新潟県小千谷市・南魚沼市》
■おぢや震災ミュージアム「そなえ館」

【参加者２１名】

５月２６日（火）

（新潟県小千谷市）

平成 16 年に発生した新潟県中越大震災の記録と記憶を
伝承し、震災体験からの教訓を活かし、いざという時の「そ
なえ」を学ぶ防災学習拠点施設です。 参加者は２班に分
かれ、係員から地震発生から復興までの月日をたどるコー
ナー毎に説明を受け、「備える」ことの大切さ、地震の疑似
体験をすることで、改めて地震の恐怖を体験しました。
▲救援作業の様子

■仮認定 NPO 法人 六日町観光協会

▲避難生活の様子

（新潟県南魚沼市）

平成 20 年に発足、同年 11 月に第三種旅行業の登録を受け、六日町温泉を中
心に宿泊案内、各種着地型体験ツアーの取り組み、地域行事や祭りの主催など、
観光だけでなく｢新しい公共｣の担い手として、行政や地域、企業等の協働取り組
みを実施、平成 26 年に｢仮認定 NPO 法人｣として認定されました。 当日は、野澤
会長、青野事務局長から、観光交流人口の拡大、地域・経済・文化の発展に関わ
青野事務局長

野澤会長

る講話をいただき、参加者からは多くの質問があり大変有意義でした。

ぼくし

●塩沢宿｢牧之通り｣、 今泉記念館 (着地型体験ツアーの例)
郷土の文人｢鈴木牧之｣から名付けられ、江戸と越後を結ぶ三国街道の雪国特有の宿場町を、地域住民が一
体となり往時の街並を再現しています。当日は、｢天地人ガイドの会｣塩野氏の案内で散策しました。 今泉記念
館では、常設展示の｢棟方志功の世界｣を鑑賞しました。

▲ガイドの説明を受ける参加者

▲牧之通り

▲今泉記念館

活動団体紹介
※NPO 法人は「特定非営利活動法人」の略称です。

NPO 法人 あおいやね

代表者

藤川 学

『群馬エレックス』
（就労継続支援Ａ型）事業所を開設しました。
主に弱電部品の配線加工の作業工程を分割し、個々の能力に合った
道具により障害者には難しいと思われた作業に従事できるよう支援
しています。
団体からの一言 作業内容によっては健常者以上の能力を発揮して
｢障害者でもできる仕事でなく、障害者だからできる仕事｣を目指し
障害を長所ととらえる支援を心掛けています。
▲仕事しやすい工夫された作業所風景

設立年月日
事 務 所

平成 22 年 11 月 5 日
渋川市北橘町上南室 458 番地 8

NPO 法人 まちづくり楽しみ隊

電話番号

代表者

0279-52-4183

高橋 緑

地域活性化に寄与することを目的とし、インターネットポータルサイト
（渋なび www.shibukawa-navi.com）を運営して地域や地元企業・店舗の
情報発信、そして、楽しみながらまちづくりの推進を図れるような活動を
行います。『大人の夜の遊園地』『恋活』等のイベントにも関わっています。
団体からの一言 地域の皆さんが繋がって、それがやがて大きな力とな
るようなきっかけ作りをしたいです。今年の『大人の夜の遊園地』は、9/5
（土）開催！！
昨年の『大人の夜の遊園地』の様子

設立年月日
事 務 所

平成 23 年 6 月 6 日
渋川市渋川（南町）2598 番地 5

NPO 法人 やわら

電話番号

代表者

090-8726-9443

狩野 裕子

子育て当事者が中心となり、たんぽぽの綿毛のようにゆっくり
ゆっくり子育て支援を広めています。
子育て中の親同士が、街に出てつながる場を提供していけたらと
思います。
団体からの一言 地域ぐるみの子育て支援を目指しています。『第２
回日本のまんなかみどりの渋川子育て祭』も企画していきます。
設立年月日
事 務 所
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

平成 18 年 3 月 2 日 （平成 26 年 4 月 13 日
渋川市石原 1498 番地 28
search npo name！

渋川市家庭教育カウンセリング協会

沼田市より移転）

代表者

電話番号

平成 23 年
渋川市北橘町上箱田 13 番地 5

090-1665-0556

柳 加代子

カウンセリングに関する研修や実践をとおして、｢家族の絆。個としての
自分。人間関係。｣を学び、それぞれが気持ちよく生きていくために、自身
と他者支援のための資質の向上と、家庭教育の普及・充実がよりよい社
会につながると信じて活動しています。
団体からの一言 毎年５月には｢家庭教育講演会｣を開催。公民館主催
の｢カウンセリング講座｣支援。定例会は毎月第４月曜日午前 10 時から。
３人の講師をお迎えしています。
設立年月日
事 務 所

▲ELMO 体験学習の様子(子育て祭より)

▲講演会の様子
tai

電話番号

0279-52-3697

＊NPO 法人・市民活動団体のイベント情報＊
内
納涼祭

容

場

所

日

（地域交流）

８月１５日（土）

なずな作業所
かき氷や、軽食販売をします。
遊びに来てください。

時

（川島１５３１－１）

午前１０時～

（売り切れ次第終了）

第８７回「人塾」
（講演会）
「デート DV 防止教育への思い」
講師 ： 高柳 志保氏
(アウェア認定デート DV 防止プログラム・
ファシリテーター)

『
つ
な
が
ろ
う
！
渋
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人
』
市
民
フ
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ス
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ル

渋川市中央公民館
講義室

８月２２日（土）
午後１時～午後４時

９月５日（土）
午前１０時～午後３時

子育てフェスティバル
『子どもが大人になれる！
大人が子どもになれる！

❤とっておきな１日❤』
広い会場で楽しいイベントが盛沢山

渋川スカイランド
パーク
※入場無料

午前１０時～
MM-１グランプリ
渋川バザール
（売り切れ次第終了）

９月５日（土）
午後４時～午後９時

大人の夜の遊園地
『大人が子どもになれる！
子どもが大人になれる！

音楽ステージや地元の
人気店が出店。飲食ブース
は、ご当地グルメ。先ずは
ビールで乾杯！！

❤とっておきな１日❤』
いつもと違った夜の遊園地体験

申込み・問合せ先
NPO 法人
サポートハウスなずな

TEL ０２７９－２４－０５６８
（代表 福島）
NPO 法人
日本福祉教育研究所

TEL ０２７９－２４－３９９９
（代表 妹尾）
※申込み不要・資料代 500 円

しぶかわ広域子育てネット
あしたば
TEL
０９０－９３７５－９３８８

（事務局

狩野）

NPO 法人
まちづくり楽しみ隊（渋なび）
(スカイランドパークナイトイベン
ト実行委員会)

TEL
０９０－８７２６－９４４３

（代表

高橋）

渋川まちなかうたごえサロン
青春時代にみんなで歌った、なつかしい曲
エッグホール
思い出の曲を、アコースティックギターや
パーカッションの伴奏により、みんなで一 (渋川駅前通り商店街)
緒に歌います。
参加料 500 円（ドリンクとプチデザート代）
で楽しめる｢うたごえサロン｣です。

１０月２４日（土）

渋川市中心市街地
まちづくり市民サポーター

午後３時～午後５時

TEL ０２７９－２２－２５９６
(事務局

商工振興課)

＊センターからのお知らせ＊
○セミナー 【情報発信に役立つ写真の撮り方】を、11 月 10 日（火）に開催します。
プロの写真家 天川 ひろし氏を講師に迎え、機種によるカメラの特徴をおさえた写真の撮り方を学びます。
愛用のカメラを持参して、是非ご参加ください。（詳細は、チラシ・ホームページ等でお知らせします。）

○利用登録更新の手続きが 9 月から始まります。（書類を郵送しますので、期日までに手続きをお願いします。）
新規団体登録も、随時受け付けています。詳しくはセンターにお問い合わせください。

○助成金情報は、センターに資料があります。 近くお越しの際は、是非お寄りください。

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（１２／２９～１／３）

【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
E-mail npovolu@city.shibukawa.lg.jp
U R L http://www.nposupport-shibukawa.com

