目

次

■ 支援センターセミナー実施報告
■ パネル展示のお知らせ
■ 団体の活動紹介
■ NPO 法人・市民活動団体のイベント情報
■ トピックス

しぶかわＮＰ０・ボランティア支援センター(市民部市民生活課)
●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
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話

●Ｅ－ｍ ａ ｉ ｌ
●Ｕ Ｒ Ｌ
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npovolu@city.shibukawa.gunma.jp
http://www.nposupport-shibukawa.com

０２７９－２２－２１３２

●当センター登録団体のみ

円

５０

印刷機を安価で
利用できます。

○ 印刷機：一台

製版 一枚

印刷 一枚１円

印刷同料金

○ 利用期間：開館時間内

・

A3

○ 印刷用紙は持参ください。

※
A4

あじさいウクレレサークル

支援センターセミナー実施報告
『みつけよう ボランティア
踏みだそう はじめの一歩』
標記セミナーを平成 29 年 12 月 15 日(金)、渋
川公民館で開催しました。
○第 1 部

県出前講座
たかお

県民生活課の菊地高士さんを講師に、ボランティ
アとはどんなことか、やってみたい気持ちが大切で
ある、何が出来るか何をしたいか、自分に合った活

ウクレレ教室に参加した人達で結
成し、早や 4 年となります。新たな
加入者もあり、現在は先生を含め 11
名で練習をしています。
活動の柱は、福祉施設やサロン等
での歌や演奏で、年間 30 回程訪問
しています。聞いてくださる方が飽
きないよう、手品等も取り入れ演出
を工夫しています。
団体からの一言 ご要望があれば、
ボランティア活動にお伺いします。
気軽に声をかけてください。
事務所：伊香保町伊香保 668-35
電

話：0279-72-2344

動を見つけて活動に参加する、ということについて
お話を伺いました。
○第 2 部

センター利用登録団体による 3 分間プ
レゼンテーション

NPO 法人渋川広域ものづくり協議会、NPO 法人
やわら、生涯学習おのがみチーム、NPO 法人渋川
ジュニアオーケストラ、渋川マジックサークル、渋
川フラワーガイドの会、NPO 法人トポスはなみず
き、渋川市家庭教育カウンセリング協会、宮田ほた
るの里を守る会の計 9 団体が、活動内容をパネル等
で紹介し、活動への参加を呼びかけました。

支援センター登録団体数 ：５３団体
(内訳 ＮＰＯ法人：２０団体 ・市民活動団体：３３団体)

渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館
友の会
市美術館の活動を支援し、盛り上げ
ていくサポーターの会です。
会主催によるデッサンや彫刻の講
習会や美術に関する講演会などの事
業を行っています。また、大型バスで
行く県外美術館への美術鑑賞会では、
会員相互の教養を高め、親睦も深めら
れます。
団体からの一言
皆さんも一緒に活動して「地域文化
の輪・心の輪」を広げていきませんか。
事務所：渋川(新町)1901-24
電 話：0279-25-3215

こんな 本あります
『コミュニティ・カフェをつくろう ！ 』
～コミュニティ・カフェのつくり方がわかる本！～

著者：WAC（社団法人長寿社会文化協会）
・太田市の NPO 法人よろ ずや余之助が運営す
る、大人が気軽にくつろげる場所が紹介さ
れています。

借りられます
本の貸出・返却＝1 人 2 冊まで、利用期間は

北橘地区竹の里づくり協議会
『竹藪から竹林公園へ』との思いか
ら、会を発足しました。年２回春・秋
の定期イベントの他、週 1 回の竹林整
備を行っています。荒れた竹藪の再生
モデルとなり、京都のような竹林をめ
ざしています。春と秋には散策会を実
施し、楽しんでいただきました。竹の
間を通る風を感じにぜひお出かけく
ださい。お待ちしています。
団体からの一言 興味のある方、一緒
に活動しませんか。
事務所：北橘町八崎 1149
FAX ：0279-24-9055

15 日間、開館時間中どなたでも借りられます。

支援センター利用登録団体

パネル展示のお知らせ
渋川市内の NPO 法人や当センターに登録してい
る市民活動団体のパネル展示を行っています。
各団体が、子育て、高齢者、障がい者、環境、ま
ちづくり、社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ
など、それぞれの分野の活動について、写真やイラ
ストを交えて紹介しています。
【展示参加団体】
NPO 法人
市民活動団体

17 団体
21 団体

計 38 団体

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 30 年２月１日（木）～3 月２９日（木）

展示場所
市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン

中毛地区明るい社会づくり運動
協議会 渋川ブロック
明るい社会づくり運動では、地域に
合ったさまざまな活動をきっかけに
地域に貢献したいという願いを持っ
て、清掃奉仕に取り組んでまいりまし
た。声をかけ合って楽しく活動し、お
互いの近況を報告し合っている場と
なっています。
団体からの一言 毎月（1・2 月を除
く）渋川医療センターにて、清掃活動
を午前 8 時から行っています。
事務所：北橘町八崎 2146-4
電 話：0279-24-7875

活動団体の情報 平成３０年１月４日現在
市内 NPO 法人数：３９団体

NPO 法人・市民活動団体のイベント情報
内

容

場

所

第 140 回例会 ピアニカの魔術師
・子どもたちに身近な楽器であるピアニ
カのコンサート。今まで想像出来なか
った音色や驚きの奏法が体感出来る、
プロの演奏家のコンサート！です。

・22(木)、23(金)春休みおはなし広場
・24(土)papa's❤キッチン講座③
ほっこり和む読み語り
・25(日)パパ・ママ本音トーク
・26(月)、27(火)春休みおはなし広場

下南室太々御神楽講演(例大祭奉納）

赤城公民館

・散策会、ゴーコン料理試食・交流会

②グリーンカーテンを育てよう in 渋川
・講演会、ゴーコン料理試食交流会、
ゴーヤ苗を先着 100 名にプレゼント。

春休みローラースケート教室
・初級者･親子での参加、大歓迎！
参加料無料で楽しめます。
スケート靴・ヘルメット等の貸し出し
も無料！是非ご参加ください。

市役所第二庁舎（も

TEL 090-1994-2382

(開演)2 時～

（代表 山口）

しぶかわ広域子育て
ネットあしたば
～27 日（火） 協力団体：miru 会他
TEL 090-9375-9388

みじサロン）
、渋川公 （詳細は各公民館のチ （担当 狩野）
ラ シ 、 し ぶ かわ
NPO・ボランティア
民館
共催：渋川市
支援センターホーム
ページをご覧くださ
い）

①赤城神社（下南室）

①小野池湖畔
②渋川公民館

コマツスポ-ツクラブ
ロ-ラ-スケ-トリンク

①4 月 1 日（日）
②4 月 8 日（日）
両日とも

下南室太々御神楽保存会
TEL 0279-52-3126

（代表 下田）

①4 月 7 日（土）

NPO 法人渋川広域
ものづくり協議会

午前 10～正午

②5 月 19 日（土）
午後 1 時 30 分～4 時

4 月 14 日、
21 日、28 日
いずれも土曜日の
午前 9 時～正午

宮田ほたるの

6 月 16 日（土）

生息地

午後 7 時～10 時

小野上行政センター
駐車場・公民館
周辺の田んぼ

TEL 0279-22-2463
（担当 市民生活課）

午前 10 時～
午後 3 時 30 分

(市民会館上の山)

ランタン祭り in おのがみ
・ペットボトルの肩部分を切り取り、子
ども達が絵を描き、底に砂とロウソク
でランタンを作り、田んぼの淵に並べ
午後６時に点火。幻想的な景色です。

渋川おやこ劇場

(開場)午後 1 時 40 分

第 18 回 宮田ほたる祭り
・ホタル鑑賞会、尾瀬高校自然環境科の
先生と生徒参加。宮田ほたるの里活動
報告、DVD 放映、その他、沢山のブース
有り。ミスホタル、ミス水芭蕉も参加。

申し込み・問い合せ

3 月 21 日（水）

・群馬県指定重要無形民俗文化財、渋川
市重要無形文化財の舞です。
舞は 9 座～10 座、県指定の養蚕の ②子持大山祇神社
舞は、手順や仕草が織り込まれています。

①桜祭り in 小野池

時

3 月 18 日（日）

春休み子育て交流フェスティバル
・21(水)写真展『スウェーデンのパパたち』
心躍る！ドラムサークル Part３

日

6 月 23 日（土）
午後 4 時～
(参加見学)
午後 5 時～
(イベント)

TEL 0279-20-1400
（代表 岸）

NPO 法人渋川いきいき
健康スポーツクラブ
TEL 0279-24-0120

（代表 小松）
宮田ほたるの里を守る会
TEL 0279-56-8780
（事務局 星野）

生涯学習おのがみチーム
TEL 0279-59-7027
（小野上公民館）石田 正

～トピックス～
障がいのある子どもを支援する団体へお菓子の寄贈がありました
明治ホールディングス株式会社の株主優待寄贈選択制度による、障害のある子ども
を支援する団体にお菓子の寄贈があり、平成 29 年 12 月 12 日（火）に、当支援センター
にて贈呈式を行いました。
渋川市内の活動団体 NPO 法人ピーチ（写真上段）、NPO 法人ビューティフルデイズ
（写真下段）にお菓子が贈呈され、クリスマス会等で子ども達に配られました。

