
 

 

                                                              

                          

 

 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

   
 

 

                                    市民が相互に支え合う地域社会の実現を目指して 

 

ｃｏｎｔｅｎｔｓ 
■市民活動団体パネル展示のお知らせ 

■平成 26年度 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 

■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 

 

２０1４. １２月  No.11 

 

 



✽セミナー 【参加者３０名】   ７月１０日（木） 

■マナー研修  【自分らしく思いを伝える】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✽視察研修 【参加者１７名】   ９月１２日（金） 

■NPO法人 おにの家 （埼玉県熊谷市） 

ノーマライゼーションの理念に基づき、『障害者と

健常者が共に（働く場所）（生活の場所）地域の中で

豊かな生活を送る』を実践･運営している団体です。 

 

    

■足袋蔵・古代蓮の里 （埼玉県行田市） 

１００年に渡る時代遺産、｢足袋蔵｣を保存し、観

光に結びつける企画で町おこしを実践していまし

た。 

古代蓮の里では、毎年テーマを決め、数種類の稲を 

植えつけて田んぼアートを制作しています。 

 

   

 

今年のテーマは、『古代

へのこころと神話への誘

い』でした。 

参加者の皆さんは、地

域資源の上手な活用法

を学習しました。 

 

し 

 

         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。 

 

● 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 

（会場隣りのあじさいホールは、２月２日（月）～３月１６日（月）まで、確定申告会場となっています。） 

    

                                          

    

     

    

    

    

    

    

    

 

                     

    

    

    

    

   ～コミュニケーション能力のスキルアップ～ 

                        講師：久保田 桂子さん 

    『笑顔で挨拶』の持つ力を会話に取り入れ、次に 

  進める足掛かりとする術を学び、日常の何気ない行 

動を振り返って、『もう一度、会いたい人』になる為の 

ポイントを学びました。 

－人間力アップのポイント－ 

   笑顔（口角を上げ「イ」の発音時の顔）の実践、互い 

の保身の距離（約１３０センチ・安心の距離）を確認 

し、目を合わせて名前を呼んで会話をする事でした。 

   《参加者より》 

   「相手のことを考えて、接することの大切さを改めて 

実感しました。」「生活に直結する題材で、有益な内容 

だった。」「言葉の力を実感できたセミナーでした。」等 

の感想がありました。        

 

      
          

平成２６年度 支援センター事業実施報告 

設立の経緯や事業内容 

（手作り味噌、平飼養鶏、

おにっこハウス）と資金調

達、新規事業等の具体的

な話に質問も多くあり有意

義な研修でした。 

市民活動団体パネル展示のお知らせ 

▲講師 久保田さん ▲参加者実践の様子 

▲理事長 尾島氏講義の様子 

 

▲展望タワーからの眺め 



NPO 法人 もっと・いかほ     代表者 田村 弘明     

地域の活性化に寄与することを目的として、まちづくりの推進を図る活動・ 

環境の保全を図る活動・地域安全活動・子どもの健全育成を図る活動・経済 

活動の活性化を図る活動に関する事業を行っています。 

団体からの一言  地域の力になれればと、石段の除雪・清掃を行っています。 
                                                
設立年月日  平成 21年 10 月 19日 

事 務 所  渋川市伊香保町湯中子 107 番地 51         電話番号    090-4832-0753 

 

 NPO 法人 渋川地区障害者福祉協議会   代表者 星名 建市 

渋川地区内にある障害者・社会福祉・医療・養護学校・ボランティア     

父母の会・サークル等の団体や施設同士が情報交換や親睦、交流を深め、 

一層の向上を図ると共に、障害者も健常者も安心して暮らせる地域づく 

りを進めることを目的としています。 

団体からの一言  みんなが「ほっ」とできる憩いの場『市民ふれあい 

プラザ オアシス』を運営しています。（渋川ショッピングプラザ内） 
                                                                       

設立年月日  平成 22年 4 月 2 日 

事 務 所  渋川市渋川(長塚町)1760番地 1(ほっとプラザ内)   電話番号  0279-30-0294 

miru 会   代表者 田村 桃代  

ｍeet 人と人が出会い      idea アイディアと情報を持ち寄って     

ring その輪を広げながら   useful 誰かの役に立つ   

他にも｢観る・見る・看る｣ 色々な「みる」ことをしながら誰かの役に 

立てばと、活動している団体です。 

団体からの一言  昨年は｢子育てフェスティバル｣に参加、大型布絵 

紙芝居や県委託事業の｢子ども救急対応講座｣を行いました。           
                                                                           
設立年月日  平成 23 年 4月 21 日                             

事 務 所  渋川市渋川(坂下町)829番地 5             電話番号   090-8342-1179 

 

 

 

 

一般社団法人 渋川青年会議所   代表者 須藤 兼司 

『地域社会をよりよき福祉社会』『より明るい豊かな社会』にするために  

｢献血運動｣、｢ちびっこへそ踊りパレード｣、｢日本のまんなか渋川駅伝大 

会｣、｢日本のまんなかジュニア駅伝大会」、青少年育成事業等を実施し 

渋川市の発展のために貢献する団体です。 

団体からの一言  20才から 40才までの青年の集まりで「修練」「奉仕」 

「友情」の三つの信条のもとさまざまな活動を行っています。 
                                                              
設立年月日  昭和 43年 2 月 

事 務 所  渋川市渋川(南町)2536番地 2(渋川商工会議所内)  電話番号      0279-26-7214 

 

 

NPO 法人紹介 
                                   

                                                                  ※NPO 法人は「特定非営利活動法人」の略称です。 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                               

                                                                          

                                                          

 

 

 

市民活動団体紹介                                   
 

 

 

 
                                                          ▲大型布絵紙芝居の様子 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

                    

                                                                  

▲会員のみなさん 

▲｢ほっ｣とできる憩いの場『オアシス』 



●市内新設 NPO 法人 
 （平成２６年４月１日から１０月３１日まで） 
・NPO 法人 H.W.S (平成２６年４月３０日設立) 

 

 

◇市内 NPO法人数           ４１団体 

◇センター利用登録団体数     ３７団体 
 （平成２６年１０月３１日現在） 
 

●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） 

 

＊NPO法人・市民活動団体のイベント情報＊ 

内  容 場  所 日  時 申込み・問合せ先 

 

渋川まちなかイルミネーション 

 
まちなかを明るく元気に盛り上げようと、

期間中、街路樹等がイルミネーションで彩

られます。 

 

 

 

渋川駅前広場 

渋川駅前通り 

 

 

 

イルミネーション点灯期間 

11月 29日（土）～ 

1 月 31日（土） 

午後 5時～午後 10 時 

 

渋川市中心市街地まちづくり 

市民サポーター 

０２７９－２２－２５９６ 
(事務局 商工振興課) 

渋川駅前通り商店街振興組合 

０２７９－２３－８０６６ 

 

渋川アコーディオンサークル 

45周年 記念演奏会 
45回生終了演奏及び会員と東京のプロ 

奏者の演奏を楽しむ。 

 

 

 

金島ふれあいセン

ター（金島公民館） 

ホール 

 

12月 6日（土） 

午後 1時～午後 4時 

 

渋川アコーディオンサークル 

０２７９－２５－０１４４ 
(事務局 永井) 

※申込み不要・入場無料 

 

日本のまんなかみどりの 

渋川子育て祭り 
子どもとその家族、地域の皆さんで楽しく

過ごしましょう！ 

 

 

 

渋川市中央公民館 

 

 

 

1 月 18日（日） 

午前 10時～午後２時 

 

ＮＰＯ法人 やわら 

０９０－１６６５－０５５６ 
(代表 狩野) 

tysy1206@gmail.com 

 

第８４回「人塾」（講演会） 

『遊びから見た福祉 

～遊びをせんとは、生まれけん～』 

講師 ： 薗田 硯哉氏 

（日本福祉文化学会 顧問） 

 

 

 

渋川市中央公民館 

２階 講義室 

 

 

 

2 月 21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)） 

※申込み不要・資料代５００円 

 

渋川まちなかうたごえサロン 
青春時代のなつかしい曲、思い出の曲を一

緒に歌います。 

参加料５００円            

（プチデザートとドリンク付き） 

 

エッグホール 

渋川駅前通り商店街 

 

 

2 月 28日（土） 

午後 3時～午後 5時 

 

 

渋川市中心市街地まちづくり 

市民サポーター 

０２７９－２２－２５９６ 
(事務局 商工振興課) 

 
 
                     

＊センターからのお知らせ＊ 

             平成２７年１月よりセンター書籍の一部を、貸出いたします。 

○貸出は、センター利用登録団体の他、市内で市民活動している NPO 法人、任意団体、市内在住、在勤、在学の方です。 

      ○貸出・返却は開館時間内にカウンターにて対応いたします。貸出カードの記入と、身分証明（免許証、保険証）の提示が必

要です。 

      ○貸出は、２冊までです。（１人１回あたり）                                                 

○貸出期間は、貸出日より 15 日間までです。（延長は要連絡にて 2 週間まで） 
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             支援センター案内             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) 
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                                           しぶかわＮＰＯ 検索 


