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■支援センターのご案内
■市内ＮＰＯ法人・市民活動団体紹介
■ＮＰＯ法人・市民活動団体のイベント情報
■センターからのお知らせ
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No.10
市民が相互に支え合う地域社会の実現を目指して

◆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、祝日、
年末年始(12/29～1/3)

支援センターでは、次のようなことをしています！
●支援センターの業務
・ＮＰＯ法人・市民活動・ボランティア活動に関する相談
・インターネットでの情報検索（趣味的な利用、プリントアウトやデータの保存不可）
・チラシ・パンフレットやポスターの掲示など
・市民活動に関する書籍、資料の閲覧
（注）市民活動とは…営利を目的としない公益的かつ自発的な活動のことを言います。

●利用できる設備
・会議室（料金は無料、２ヶ月前から予約可）
・ロッカー、メールボックス（料金は無料、利用には申請が必要）
・印刷機 製版１枚＝５０円 印刷１枚＝１円 （用紙は各団体で用意）
※上記の利用には、支援センター利用登録が必要です。
・コピー機 白黒１枚＝１０円 カラー１枚＝５０円

渋川市内のＮＰＯ法人･市民活動団体の支援センター利用登録をお待ちしています。

※ＮＰＯ法人は「特定非営利活動法人」の略称です。

NPO 法人 クラルテ
代表者

NPO 法人 ふれあいサークル
野村 覚

代表者

障がい児(者)の親たちが主
に活動している団体です。家
族の急用時に安心して預けら
れる場所『みつばちの家』で世
話・見守りの居場所をつくり、
自立を目指して、手作り品など
を作成しフリーマーケットや道
の駅などで販売しています。

法人名は、クラルテ（光明）でありたいと願って命名
しました。高齢者や介護する家族の手助けを必要と
する方に対して、地域に根ざした居宅介護支援・介護
相談などを行い、互いに助け
合い支える街づくりの推進に
努めています。
▲作品づくりの様子

☆団体から一言☆
在宅での生活が可能にな
▲施設外観
るよう総合的に検討し、問題
解決への道筋を立てる仕事をしています。
どんな小さな事でも悩まず、ご相談ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設立年月日
事 務 所
電話番号

E メール

平成２１年１０月１日
渋川市渋川２０６２－２１
０２７９－２４－２０３０(事務局)
satoru@yutaka-yumi.com

渋川広域まちづくりネットワーク協議会
代表者

▲料理講習会の場面

☆団体から一言☆
本年度から活動場所が変更となります。制作事業
は順調で、販売場所も本年より拡張予定です。
皆様、是非ご賛同下さい。お願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設立年月日
事 務 所
電話番号

平成２２年３月１日

渋川市横堀９７０
０２７９－５３－３４０３

渋川マジックサークル
代表者

下田 健二

当会は、群馬県自治ネッ
トワーク渋川地域グループ
のメンバーが合併の前年に
渋川広域圏内の歴史・文化
行政・地域問題を勉強し、
地域の発展に寄与すること

を目的に発足致しました。現在、個人会員４２名と１０
の団体会員で活躍中です。毎年、工夫を凝らした新し
い事への取り組みを考えています。

☆団体から一言☆
個人はもとより、団体同士の交流がもっと活発に出
来るよう手助けしていきたいと考えています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

佐藤 智子

飯塚 衛一

幼児・小学生・中学生から老人会まで、幅広い人たち
にマジックを通して社会貢献を行うサークルです。
福祉施設・いきいきサロン・育成会・病院・幼稚園など
に慰問活動を行っています。

☆団体から一言☆
マジックの不思議な世界
を、『皆様！是非、身近で
ご覧下さい。』
イベントや慰問の問合
せを待っています。

▲練習 子持公民館にて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

設立年月日

平成１７年８月２４日

設立年月日

平成２１年１０月１９日

事 務 所

渋川市渋川（坂下町）８９８－４４

事 務 所

渋川市北牧３９８

電話番号

０２７９－２３－１７６９（下田宅）

電話番号

０９０－１５３９－８４４３

 ＮＰＯ法人・市民活動団体のイベント情報
場

イベント内容

所

日

時

申込み・問合せ先

ひ と じゅく

第 80 回 「人 塾 」 （講演会）
「ウッドスタートで地域を変える！？」
講師 ：東京おもちゃ美術館
副館長 馬場 清氏

渋川市中央公民館

宮田ほたる祭り
ホタルの鑑賞、解説､グッズ販売

午後 1 時～午後 4 時

赤城町宮田地区
ホタル生息地

午後 7 時～午後 10 時

エッグホール

６月２８日、８月２３日、
１０月２５日

６月２１日（土）

渋川まちなかうたごえサロン
参加料 500 円（プチデザートと
ドリンク付き）で楽しめる「うたごえ
サロン」です。

６月２１日（土）

（渋川駅前通り商店街内）

（毎回 土曜日）
午後 3 時～午後 5 時

８月８日（金）

ファミサポ夏まつり

渋川ほっとプラザ ２階

（かき氷・ゲーム・パン粉粘土）
夏まつりボランティア募集をしています。

午前 10 時～
午前 11 時 30 分

第９回

渋川地域子育てフェスティバル

渋川市北橘総合支所前
ハロウィン仮装大会・ポニー乗馬
芝生広場及び北橘公民館

コーナー・フリーマーケット・シャボ
ン玉・手作りおもちゃ教室ほか

１０月１１日（土）
午前 10 時～午後 3 時

ＮＰＯ法人
日本福祉教育研究所
０２７９－２４－３９９９
（代表 妹尾宅）
宮田ほたるの里を守る会
０２７９－５６－２９５０
（代表 星野宅）
渋川市中心市街地
まちづくり市民サポーター
０２７９－２２－２５９６
（渋川市商工振興課内）
しぶかわファミリーサポート
センター
(ＮＰＯ法人ｼｰﾔｸﾗﾌﾞ)

０２７９－２２－５２００
しぶかわ広域子育てネット
あしたば
０９０－９３７５－９３８８
（事務局 狩野）

✽センターからのお知らせ✽
支援センター

セミナー

視 察 研 修

『 自分らしく思いを伝える 』

★県外の先進的なＮＰＯ法人を訪問します。

～コミュニケーション能力のスキルアップ～

・９月１２日（金）午前8 時30 分～午後4 時45 分

・７月１０日（木） 午後1 時30 分～午後3 時30 分
・会場 渋川市役所第二庁舎 ２０１会議室
・内容 対人関係をスムースにするコツを

・視察先

①ＮＰＯ法人 おにの家
・居場所、障害者自立支援事業

学んで活動の幅を広げる。
・講師 有限会社 イマージュ
取締役 久保田 桂子さん

・講義＆コミュニティ・カフェ視察
②他１ヶ所訪問予定
＊申し込み方法等詳細は、当センターにお問い合わせください。

●市内新設ＮＰＯ法人

《発

（平成２５年１０月１日～平成２６年３月３１日）

・ＮＰＯ法人トポスはなみずき
・ＮＰＯ法人ビューティフルデイズ
・ＮＰＯ法人渋川いきいき健康スポーツクラブ

◇市内ＮＰＯ法人数
◇センター利用登録団体数

３９

行》

渋川市 市民部市民生活課 （しぶかわＮＰＯ・ボランティア支援センター）
〒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

３４

しぶかわＮＰＯ

(平成 26 年 5 月 31 日現在)

【表紙：ノースポール】

検索

