
 

 

                                                              

                          

 

 
 

 

   

 

 

 
 
 【紅梅】バラ科サクラ属の木。江戸時代以降は｢花見｣といえば桜ですが、    

奈良時代以前は、｢花｣といえばむしろ梅を指すことが多かったようです。 

         

 

   
 

 

                                    

   

 

２０1６. ３月  No.14 

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 

■セミナー実施報告 

■活動団体紹介 

■ＮＰＯ法人・市民活動団体のイベント情報 

 

 

 

 

２０1５. ７月  No.1２ 



 『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  

協  協同組合日本写真家ユニオン ・ NPO 法人カンボジアフレンド協会   

理事 天川 ひろし氏 

■講 義  

  広報紙等に掲載する写真（被写体）の撮り方の指導・説明。 

  ・種類別（デジカメ・一眼レフ）のカメラの基本知識、内蔵メニューの使用法、 

   レンズの種類、三脚の使い方、撮影に関して目的被写体へのアングル他。 

■実 技  

  石膏像、花、人物を被写体とし、取り入れる光の角度、カメラを向ける角度 

 を変えテーマに沿った写真撮影。 

 

●講師からのアドバイス 

 ・運動会等、行事を撮影する際は一目で連想出来る１枚を撮る。 

(例 ： 青空、万国旗、校舎) 

 ・人物撮影では、｢ハイ！撮ります。｣は緊張を誘うので、集合して和んでいる 

うちに１枚、本番で数枚、｢ご苦労様｣のあとで１枚撮る。 

(最初の１枚が自然で良いです。) 
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 渋川市内の NPO法人や当センター利用登録団体の市民活動をパネルで紹介しています。 

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 

 

                  

                             
 

 

 
  

                                                         

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                
 

 

  
 

 

 

セミナー実施報告 

市民活動団体パネル展示のお知らせ 

 

 

 



渋川おやこ劇場                  代表者  島村 由美子 

  子どもたちのために優れた芸術を鑑賞する機会をつくり、児童文化 

の創造発展に努力します。それらを通して、子どもたちの友情と自主性 

を育み、健全な成長をはかります。 

 その他ハイキングやマス釣り、いちご狩りなどの自然体験、手作りの 

おもちゃ、料理、手芸などの生活体験も行っています。 

団体からの一言  ｢渋川の子どもたちに本物の生の芸術を！｣｢遊び 

心は、生きる知恵！！｣ 
                                                              
設立年月日  昭和 62年 

事 務 所    渋川市阿久津 174番地 1                     電話番号 0279-24-2274 

 

 

NPO法人トポスはなみずき      代表者  中村 稔子 

  こころの病やその他ハンディを持つ方々を対象に、色々な作業をし 

て社会参加・地域住民との交流・ふれあいにより、自立一般就労への 

移行に向けて応援します。通所者・職員共々、毎日が和みのあるゆっ 

たりした雰囲気の中で、楽しく一日を過ごしています。 

是非一度見学に来てください。 

団体からの一言  送迎・給食や楽しいイベントがあります。 

                                                   

設立年月日  平成 25年 11 月 8 日 

事 務 所  渋川市渋川(辰巳町)1816番地 40日新ビル 2階      電話番号 0279-25-7239 

 

 

 

 

渋川おもちゃの病院           代表者  塩谷 正巳 

 平成 11年当時、太田・伊勢崎・前橋におもちゃの病院が開設さ    

れ、当市でも開設の声が上がり、壊れたおもちゃを使える様にす 

ることで、物を大切にする心を養成する事と、修理を通し世代間 

交流を図り地域活性化に貢献するため有志を募り開設しました。 

毎月第 4土曜日、午後 1時 30分から 4時まで豊秋公民館で開院 

し、年 2回の歩行者天国や環境まつりにも出張しています。 

団体からの一言 おもちゃの修理に関心がある方を募集しています。 
                                                                           
設立年月日   平成 11年 12 月                             

事 務 所  渋川市行幸田 943番地 1（豊秋公民館）           電話番号  0279-22-0312 

 

NPO法人ピーチ                 代表者  川崎 均 

『放課後等デイサービス あんず』 知的障がい者(児)も地域社会の    

中で自然に暮らし、いきいきと充実した人生を歩める様に支援し、ひと 

りひとりの人権が尊重される優しいまちづくりの推進に努め、個々の療 

育・家族のケアを目的としています。 

団体からの一言 利用者の立場に立った目線で運営し、子育てにつ 

いてのお悩みなどの話が出来る場を設け、保護者の心に寄り添い 

ます。お気軽にいつでもご連絡ください。 

                                                                  

設立年月日  平成 25年 6 月 6 日 

事 務 所  渋川市金井 742番地 4                           電話番号 0279-24-1100 

 

 

  活動団体紹介                                                                  
                                                      

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

                                                                                                                      

                                                                                                                  

                                     

                                       

                                            

                                     

 

                                                                                    

                                                       

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

                                              

 

 

 

                                                   

 

 
 

 

▲観劇の様子

▸ 

▲修理作業の様子 

▲作業道具 機織り機 

▲クリスマス会の様子 



◇市内 NPO法人数           ４０団体 

◇センター利用登録団体数     ４３団体 
 （平成２８年２月１日現在） 
 

●市内新設 NPO法人（平成 26 年 11 月～平成 28年 2 月まで） 
 
・NPO法人北毛高齢期を考える会（平成 26 年 11 月 20 日設立） 

・NPO 法人 Regional childcare support こはく        

(平成 27 年 10 月 5 日設立) 

・NPO 法人カラフル          (平成 27 年 10月 27 日設立) 

                       

） 

 

 

＊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 

第 91 回 ｢人塾｣ (講演会) 
『適応が困難なこどもをどのように育てるか』  

～不登校や発達特性の臨床から～ 

講師：みどりクリニック院長     

鈴木 基司氏 

 
渋川市中央公民館 

 

 

 

 

4月 24日（日） 

午後 1時～4時 

 

NPO 法人 

日本福祉教育研究所 

TEL ０２７９－２４－３９９９ 
（代表 妹尾宅） 

 

緑の輪を広げよう 2016in渋川 

1 部『グリーンカーテンを学ぼう』 

・グリーンカーテン講演会 

       ・平成 27年第 1回グリーンカー 

テン 

写真コンテスト受賞者発表 

2 部『ゴーコン料理 DE 交流会』 

渋川公民館 

(来場者にゴーヤ苗 2鉢 

進呈、先着 100名には 

ゴーコン料理試食券) 

 

  5月 14日（土） 

 午後 2時～5時 

 

NPO 法人 

渋川広域ものづくり協議会 

TEL ０２７９－２０－１４００ 
（代表 岸・角田） 

第 5 回 家庭教育講演会 

『見えていますか？子どものこころ』 

～インターネット時代に向き合う～ 

講師：臨床心理士 樺沢 徹二氏 

参加費:無料 

 ※定期研修会毎月第 4月曜日詳細は問合

せにて 

 

渋川市中央公民館 

２階講義室 

 

5月 20日（金） 

  午前 10～正午 

 

渋川市家庭教育 

カウンセリング協会 

TEL ０９０－３２２６－１３３４ 

（代表 柳） 

第 16 回ほたる祭り 

 ・観賞会、尾瀬高校生徒さんによるホタ 

 ルの生態説明やホタル資料の配付 

DVDの放映 

・お楽しみ無料バザーあります。 

※6月初旬から 7月末まで観賞案内毎日

有り 

渋川市赤城町 

宮田大島地区 

 ホタル生息地 

 

6月 18日（土） 

午後 7時～10時 

 

 

宮田ほたるの里を守る会 

TEL ０２７９－５６－８７８０ 

０９０－４９５０－７６５１ 

（事務局 星野 信好） 

たけのこ祭り 
 たけのこモニュメントを 3ｃｍかさ上げ 

して 98ｃｍに成長させる。 

  地元小学生による作文の朗読、たけのこ 

おこわの試食(無料)など 

 

 渋川市北橘町 

八崎 2001 番地 

 

 

6月 26日（日） 

午後 4時～ 

 

大蛇久保 竹のこ会 

TEL ０９０－５５０６－６３５２ 
(事務局 茂木） 

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 

一緒に歌いましょう。 

参加費：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 

 

《予定》 

6月 

(詳細は後日チラシにて) 

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 商工振興課 ） 

 
      

 

 

 

 
 

  

【発   行】 

                                                   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) 

                                                 〒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 

●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） 

 

支援センター案内  

http://www.nposupport-shibukawa.com/

