
 

 

                                                              

                          

 

 
 

  

 

 

 
 

 【タマゴタケ】 テングタケ科のキノコ。夏から秋に山林内に生え、傘の色は 

                       鮮紅色、ひだや茎は黄色で根本は卵状の白い壺でつつまれる。 

 

 

   
 

 

                                    

   

２０1５.１１月  No.13 

市民が相互に支え合う地域社会の実現を目指して 

ｃｏｎｔｅｎｔｓ 
■支援センターセミナー・パネル展示のお知らせ 

■活動団体紹介 

■ＮＰＯ法人・市民活動団体のイベント情報 

 

 



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 

ます。 子育て・高齢者・障がい者・環境・まちづくり・社会教育等、それぞれの分野で活躍する団体 

が、一年間の成果を写真、イラスト、文章等で趣向をこらして制作した作品です。 

   市内にどのような活動を行っている団体があるか、多くの市民の皆さんに知っていただく良い機会で 

すので、第二庁舎にお越しの際は是非ご覧ください。 

 

 ■ 展示期間    平成２８年２月１日（月）～３月３０日（水） 

 ■ 展示場所    渋川市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン  

 

 

 

 

 

 

 
 
                          昨年度のパネル展示の様子 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

パネル展示のお知らせ 

セミナーのお知らせ 

 

プロのカメラマンから学ぼう！            
～ 情報発信に役立つ写真の撮り方 ～ 

■ 講    師  天川  ひろし氏 
            協同組合日本写真家ユニオン理事 

            NPO 法人カンボジアフレンド協会理事 

            NPO 法人国際地雷処理・地域復興支援の会会員 

■ 日    時  平成２７年１１月１０日（火）午後１時３０分～３時３０分 

■ 場    所  渋川市役所 第二庁舎２階 ２０３会議室   

■ 内    容  被写体別に、写真の撮り方を基礎から学びます。 

                市民活動団体の会報やホームページ、NPO 法人の事業報告やブログなどに掲載 

する写真を、お持ちのカメラの特性を活かして学べます。  

■ 持ち物    カメラ、あれば三脚をお持ちください。 

■ 定員・費用  ３０名 ・ 無料 

   ■ 申込方法  電話またはメールでお願いします。 

   ■ 申込締切  １０月３０日（金） 先着順とさせていただきます。 

   （プロフィール） 

   １９７６年よりフリーランス。自然・風景のカレンダー、イベント、料理、ブライダル雑誌のグラビア・広告写真、ドキュ 

   メント、舞台撮影など幅広く撮影活動を展開。２００６年より、NPO 法人カンボジアフレンド協会の海外支援活動に 

撮影で参加。カンボジアでの支援活動の記録、並びに子供たちを撮り続ける。 

    

    



渋川アコーディオンサークル          事務局長  上ノ原 良幸 

  ６５才前後の男女３０人ほどの会員が、毎週夜１回アコーディオンの独 

奏や合奏を楽しく学んでいます。学習成果の発表と社会貢献活動として、 

病院や高齢者施設、地域の「敬老会」、「いきいきサロン」等へのボランティ 

アの訪問演奏を行っています。 

団体からの一言  年１回のサークル演奏発表会を、今年１１月２９日（日） 

午後１時から「金島ふれあいホール」で行います。是非お出かけください。 

会員みなお待ちしています。 
                                                             
設立年月日  昭和 45 年 8 月 

事 務 所  渋川市半田 1115 番地 8 (永井方)         電話番号 0279-25-0144 

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 ドリーム北毛の会     代表者  唐沢 文夫 

  精神障害者が自立した生活が送れるように、会員同士で料理教室や 

外出支援などの助け合いをしています。また、精神障害者に関する正し 

い情報や知識などの啓蒙活動（講演会）も開催しています。 

団体からの一言  会員には医師、看護師やソーシャルワーカーもおり 

ますが、基本的に当事者同士でのピアサポートを第一に考えて活動して 

います。 

                                                  

設立年月日  平成 24 年 12 月 19 日 

事 務 所  渋川市有馬 237 番地 1                  電話番号 0279-24-1234 (北毛病院 田島) 

 料理教室の様子 

▲慰問の様子 

NPO 法人 群馬県生活支援の会      代表者  中田 憲一 

今日の格差社会の広がりの中で、社会的弱者の方への支援を行うため設立しました。 

現在法務省からの依頼で、更正のための就労支援を行っています。もし、お困りの方がいましたらお 

気軽にご相談ください。また、人口減少問題の中で取り分け農業後継者の問題として婚活の支援を行 

っています。 

団体からの一言 皆さんの中や、周りの人たちの中にもそろそろ結婚をとお考えの方もいらっしゃる 

と思いますので、そのような方は、一度私たちの婚活に参加してみてはどうでしょうか。 

ご連絡をお待ちしています。 

                                                 

設立年月日  平成 24 年 7 月 23 日 

事 務 所  渋川市石原 121 番地 6(SK ビル 1F)        電話番号 0279-26-7666 

湧玉蛍愛好会                 代表者  角田 邦雄 

 当会は、美しい湧玉の湧き水の自然を守り、蛍の生息する環境を 

整備することにより蛍の乱舞する故郷を造ることを目指しています。 

団体からの一言 ただ今、新たな蛍の生息地を整備中です。竹林と 

化した休耕田を整備し、蛍の生息できる環境づくりをしています。 

完成すると赤城歴史資料館から遊歩道でつながる自然を観賞できる 

場所となります。完成した際は、是非ご家族でお越しください。 

ボランティアを募集しています。 
                                                                          
設立年月日   平成 26 年 1 月 11 日                             

事 務 所  渋川市赤城町勝保沢地内              電話番号  0279-56-3676 

▲環境整備の様子 

▲環境整備の様子 

わくたま 

▶ 



●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 

精神保健福祉ボランティア 

養成講座 
 発達障害を正しく理解して子育て 

 に活用して欲しい。障がい者に対 

 してのサポートをお願いしたい。 
※参加費無料 100 名(先着申込順) 

渋川公民館 

     講堂 

 

 

 11 月 20 日（金） 

午前 10 時～正午 
 

受付 午前 9時 30 分～ 

 

ほっとプラザ 

ボランティアセンター 

TEL ０２７９－２０－１１１２ 
（担当 新井） 

花のまちづくり感謝の集い 
 受賞報告会 (花と緑のまちづくり) 

 交流会 (食談会) 
※会費無料 

渋川公民館 

   講堂 

もみじサロン 

11 月 21 日（土） 

午後 1時 30 分～ 

3 時 30 分 

NPO 法人 

渋川広域ものづくり協議会 

TEL ０２７９－２０－１４００ 
（担当 角田） 

NPO 設立 15 周年祭 

ぽれぽれ祭 

 近隣の皆様との交流会です 

 屋台・唄・踊りに是非参加ください。 

渋川市金井 1841-1 

NPO 法人ぽれぽれ 

あいぽーとあすなろ 

敷地内 

 

 11 月 22 日（日） 

午前 10 時～午後 2時 

 

NPO 法人 

ぽれぽれ 

TEL ０２７９－２２－４６４９ 
（担当 高橋） 

第 65 回 

日本のまんなか渋川駅伝大会 

第 16 回 

日本のまんなかジュニア駅伝大会 

※応援お願いします。 

駅伝コース 

渋川・榛東村・吉岡町 

ジュニア駅伝コース 

渋川市役所本庁舎周辺 

 11 月 23 日（月・祝） 

駅伝スタート 

午前 9時 30 分 
ジュニア駅伝スタート 

午前 9時 45 分 

一般社団法人 

渋川青年会議所 

TEL ０９０－１９９９－３４０８ 

 ken@ikaridenki.jp 

（実行委員長 碇） 

特別人塾トークショー 

『ぐんまの温泉を語ろう』 

第一部 講演 草津温泉観光協会会長中澤 敬氏 

第二部 トークショー 猿ヶ京ホテル社長 

           伊香保秀水園若女将他 

群馬県社会福祉 

総合センター 

大ホール 

 

11 月 29 日（日） 

午後 1時～4時 30 分 

受付 午後０時 30 分～ 

NPO 法人 

日本福祉教育研究所 

TEL ０２７９－２４－３９９９ 
（代表 妹尾） 

渋川アコーディオンサークル 

第 46 期修了・定期演奏会 
 30 名の会員によるアコーディオン合奏 

 や独奏です。東京のプロ演奏もお楽し 

みいただけます。 

金島ふれあい 

センター 

   ホール 

   11 月 29 日（日） 

午後 1時～4時 

渋川アコーディオンサークル 

TEL ０２７９－２５－０１４４ 
（事務局 永井） 

※申込み不要・入場無料 

新春ふれあい広場 
 年間活動紹介や大型ポスター展示 

 DVD 放映、資料配付いたします。 

赤城公民館 

  １階 

平成 28 年 1 月末 

 （日時未定） 

宮田ほたるの里を守る会 

TEL ０２７９－５６－８７８０ 
（事務局 星野） 

渋川まちなかうたごえサロン 
 青春時代に声を一つに歌った、なつか 

 しい曲、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演奏に

より、みんなで一緒に歌います。 

 エッグホール 

(渋川駅前通り商店街) 

平成 28 年 

2 月 27 日（土） 

午後 3時～5時  

渋川市中心市街地 

まちづくり市民サポーター 

TEL ０２７９－２２－２５９６ 
（事務局 市商工振興課） 
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