NPO 法人・市民活動団体のイベント情報
※新型コロナウィルス感染症の影響により、中止・延期・変更する場合があります。
内

容

場

ひきこもり支援相談会
① 第４回相談会
② 第５回相談会
ご本人、ご家族、関係者の方、
どなたでもご参加ください。

所

①子持福祉会館
②赤城公民館

子供スケート教室
コマツスポーツクラブ山の広
場スケートリンクでスケート
を教えます。スケート靴は無
料貸出しします。氷が張らな
い場合はローラースケートを
教えます。

コマツスポーツクラブ
山の広場
（市民会館上の山）
渋川市石原 1872-2

日

時

① １１月１９日（金）
午前 10 時～１１時３０分 ビーイングしぶかわ

（NPO 法人 ビーイング）

② 令和 4 年
1 月 21 日（金）
午前 10 時～11 時 30 分

渋川市ホームペー
ジにて掲載

子育て相談『オアシス』
子育てに関する無料相談

担当 片岡

NPO 法人
渋川いきいき健康スポー
令和４年
ツクラブ
１月１０日（祝・月） TEL0279-24-0120
２月２０日（日）
担当 小松 秀司
午前１０時～正午

令和 4 年
2 月１９日（土）
午後 3 時～5 時

毎月第 1・３（金）

中央公民館

TEL080-1036-8800

１２月２９日（水）
午前１０時～正午

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懐
かしい思い出の曲をアコース
ティックギターやパーカッシ
ョンの伴奏で歌います。
参加費：500 円
（ドリンク ・プ チデザ ート付き）

申し込み・問い合わせ

午前１０時～正午

渋川中心市街地
まちづくり市民サポーター
TEL0279-2２-2596
事務局
市役所 商工振興課

渋川市家庭教育
カウンセリング協会
TEL090-6142-4025

【

干し柿

赤城町

】

担当 竹田

※ 団体イベント情報は、しぶかわＮＰＯ・ボランティア支援センターのホーム
ページにて、随時掲載しています。

○新規登録団体

特定非営利活動法人 ビーイング（連絡先）080-1036-8800
（主な分野）保健、医療、福祉・社会教育・まちづくり・子どもの健全育成

☆『道路愛護団体における国土交通大臣表彰』受賞 ☆
NPO 法人 渋川広域ものづくり協議会（代表：篠田 徳壽 氏）
国土交通省では、８月１日～８月３１日までの１か月間を「道路ふれあい月間」とし、道路交通の
安全、道路愛護等の活動など多年にわたり功績が顕著であった民間団体・個人を表彰しています。今
年度は、渋川広域ものづくり協議会が国土交通大臣表彰を受賞しました。
「渋川市の玄関口である国道１７号中央分離帯内のアナベルの手入れを通して環境美化活動を実践
し、花と緑を主役にして共生社会のまち「あじさいのまち渋川」を目指します。」と代表の篠田さんは
おっしゃっています。

しぶかわＮＰ０・ボランティア支援センター

支援センターHP↓

(渋川市市民環境部市民協働推進課)
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 － ｍ ａ ｉ ｌ npovolu@city.shibukawa.gunma.jp
●Ｕ Ｒ Ｌ http://www.nposupport-shibukawa.com
●所

団 体 の 活 動 紹 介
支援センター登録団体

渋川おもちゃの病院

パネル展示会のお知らせ
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
活動を報告します。
子育て・高齢者・障害者支援・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。
第二庁舎へお越しの際は、ぜひご覧下さい。

毎月第４土曜日、12 人のボランティアド
クターによりおもちゃの病院を開院してい
ます。平成１１年の開院以来、約 1,600 個
の治療に当たってきました。おもちゃの修理
を通し、子どもたちの「物を大切にする心」
を養い、世代間交流を図っています。
団体からの一言
おもちゃ修理に関心がある方、一緒に活動
しませんか。
事務所：渋川市豊秋公民館
電 話：０２７９-２２-０３１２
E メール：toyoaki-k@city.shibukawa.gunma.jp

渋川市スポーツ協会野球部

展示期間
令和４年２月１日（火）～２月２８日（月）
展示場所
市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン

『ＳＤＧｓ入門』
村上 芽・渡辺 珠子【著】
ＳＤＧｓを会社に導入しようと検討している経
営者、担当者のみならず、広くＳＤＧｓについて
理解したいという方におすすめの１冊です。
なぜ、多くの企業・経営者が、関心を高めてい
るのか。基礎知識から導入のヒントまで、わかり
やすく解説しています。

『会議室の利用』について
当センターの登録団体は、第二庁舎内の会
議室が利用できます。
・時間：平日、午前８時３０分～午後９時
１回２時間以内、月８時間以内。

団体からの一言
中学、高校野球などへの審判員の派遣も行
っています。審判員ただ今募集中！
事務所：渋川市北橘町箱田 232-2
電 話：0279-23-5354（事務局：狩野）
URL：http:www.gsk-shibu.com

《ボランティアって》
人力・時間の提供支援のほか、寄付(お金)・
寄贈(品物)も含まれるって、皆さん知ってい
ましたか？
家でも、ひとりでもできるボランティア始
めませんか。

・予約：利用日の２か月前から（電話可）
・申請：予約後、利用日１週間前までに提出
会議室を利用する際は、
『マスクの着用』
『手指消毒』
『３密（密接、密集、密閉）回避』
などを徹底してください。

団 体 の 活 動 紹 介
ＮＰＯ法人

ビーイング

使用済み切手を集める
消印が押されている切手を障害福祉サービ
ス事業等に役立てています。
問い合わせ先
NPＯ法人 誕生日ありがとう運動本部
TEL 078-360-1257

こんな本があます

◎ 当センター登録団体のみ ◎

群馬県野球連盟渋川北群馬支部とともに
会員相互の親睦を図りながら軟式野球を発
展させることを目的として一般、壮年、熟年、
学童のクラス分けを行い、年間２１の大会や
講習会など渋川市総合公園野球場を中心に
行っています。

● 家でもできるボランティア情報 ●

ベルマークを集める
協賛会社の商品についており各学校の
PTA を通じて教育機材の購入に使われて
います。
問い合わせ先
公益財団法人
TEL

ビーイングは 2015 年より活動を開始し、
小学生から中高年層まで幅広い年代に渡り、
引きこもり状態の方々の｢外に出ていくきっ
かけづくりのお手伝い｣をして、一人一人に
合わせたサポートで支援をしています。
団体からの一言
2020 年の秋から、ビーイングしぶかわで
は相談会と交流会を始めています。
事務所：安中市原市 1983-3
電 話：０８０-１０３６-８８００
E メール：beingannaka8800@gmail.com

ベルマーク教育助成財団

03-5148-7255

ＮＰＯ法人

くわの実

ボランティア募集！
『花の駅・ＪＲ渋川駅前広場 花の手入れ』
ＪＲ渋川駅前広場の花の手入れのお手伝
いをしてくれる方を募集しています。
●１１月１０日(水)・１２月８日(水)・

令和 4 年１月１２日(水)・２月９日(水)
各日とも午前８時３０分から１時間程度
YouTube にてボランティアの様子が
見られます（右 二次元コード参照）
。
ＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会
花担当：岸 090-3147-4747
※YouTube は Google LLC の登録商標です。

支援センター登録団体数 ：6２ 団体
（内訳 NPO 法人： 2５ 団体 ・ 市民活動団体： 3７ 団体 ）
市内 NPO 法人数 ： ３８ 団体
活動団体情報 令和３年９月３０日現在

旧渋川市内の放課後児童クラブで法人格
（NPO）で運営している唯一のクラブです。
現在では｢くわの実｣｢さくらクラブ｣｢ふるま
キッズ｣の３つの学童保育所を運営していま
す。今はコロナ禍で大変ですが、常に児童の
健全な育成の一助となれるよう頑張ります。
団体からの一言
支援員さん募集！一緒に子ども達をサポー
トしませんか？
事務所：渋川市八木原８５０番地１
電 話：０２７９-２４-３１０６
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