
内 容 場 所 日 時
申し込み
問い合わせ

下南室太々御神楽講演

(例大祭奉納)
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9～10

座、養蚕の舞は、手順・仕

草が織り込まれています。

①赤城神社

（北橘町下南室）

②子持大山祇神社

（横堀）

①4月 7日（日）

②4月 14日（日）

両日とも

午前10時

～午後3時 30分

下南室太々御神楽保存会

TEL 080-1036-6330

（代表 下田）

①桜まつり in 小野池
散策会・ゴーコン料理試食

会・交流会を行います。

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

会・交流会、ゴーヤ苗100名
プレゼント。

①小野池池畔

（雨天決行）

②金島ふれあいセンター

①４月６日（土）

午前10時～正午

②５月１８日（土）
午後1時 30分

～午後4時

NPO法人渋川広域

ものづくり協議会

TEL 0279-20-1400

（代表 岸）

第19回 みやだほたる祭り

ほたる鑑賞会・宮田ほた

るの里を守る会活動紹介・

DVD放映・水辺の生き物紹

介・尾瀬高校自然環境科紹

介（先生・生徒参加）

赤城町宮田大島地区

ほたるの生息地

６月１５日（土）

午後7時～午後10時

宮田ほたるの里を守る会

TEL 0279-56-8161

（会長 津久井）

TEL 0279-56-8780

（事務局 星野）

ランタン祭inおのがみ

ペットボトルに絵や字を

書き、ランタンを作ります。

夜には地域のみなさんによ

る歌や踊り、演奏がありま

す。

小野上公民館、駐車場

隣接の田んぼ

６月２２日（土）

午後４時～午後８時

生涯学習おのがみチーム

TEL 0279-59-7027

（小野上公民館）

しぶかわＮＰ０・ボランティア支援センター
(渋川市市民部市民協働推進課)

●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 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

【町田 喜和子さん 創作和紙人形】

○新規登録団体 特定非営利活動法人 ポラリス

（主な分野）保健・医療・福祉、子どもの健全育成

高齢者支援施設を運営し、地域の子ども達とも積極的に年代を超えた交流に努めています。施設内

でも季節の移ろいが感じられる地域密着型サービスを提供しています。

○新規登録団体 なないろのMORI

（主な分野）社会教育・まちづくり・子どもの健全育成

月1回お茶会をしています。子育てに悩み、不安を抱えた人や、子どもの教育に携わる人が集ま

り、子育てのスキルを身につけ、前向きに生活出来るようにサポートし合っています。

★障害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）の株主から寄贈選択制度によ
る、障害ある子ども達を支援する団体へお菓子の寄贈があり
ました。
平成30年 12月 12日（水）市役所にて 髙木市長 より、
NPO法人 やわら 代表 狩野 裕子氏に贈呈されました。
お菓子はクリスマス会等で子ども達に配られました。

■ ちょこっと、ボランティア情報

■ セミナー開催報告

■ 団体の活動紹介

■ NPO法人・市民活動団体のイベント情報

■ お知らせ



こんな本あります

『 い じ め な い で。 』

著者：阿蘭 ヒサコ・冨部 志保子 （NTT出版）

いじめられてもいい子なんて、一人もいない

一歩、踏み出す勇気が人生を変えていく

「虐待する母」「いじめに悩む子」

～自ら立ち上がり行動する子ども達の２つの物語～

○生きててくれて、ありがとう

（密室育児からの脱出）

○そして、僕らは立ち上がった

傷ついている人に贈る、絆再生の物語

●当センター登録団体のみ

印刷機を安価で利用できます。

・印刷機 ： １台 製版 １枚 50円

印刷 １枚 １円

・利用期間： 開館時間内

・印刷用紙： A4・A3対応

（料金は同じです）

※ 印刷用紙は各団体で、

ご持参ください。

渋川子ども若者未来創造

プロジェクト

提案型市民協働事業で渋川を舞台

にしたミュージカルを企画、公募の

市民等が集まり、東京からプロ劇団

の演出家らを招き、５ケ月間の練習

を経て３月の講演(北橘公民館)を目

指しています。舞台裏方や運営ボラ

ンティアを含め市民が一体になって

創り上げます。ぜひ、見に来てくだ

さい。

団体からの一言 公演チケットは駅前

プラザ、各行政センター等で販売中。

事務所：渋川市渋川624-5

電 話：090-2315-5733

群馬動物愛護推進協会アイリス

私達は、主に保護犬・地域猫の保

護を中心に活動しています。

「人の命も、小さな動物の命も大切

に」をモットーに、セラピー犬によ

るふれあい活動を介して、多くの

人々の共感が得られるよう活動して

いきます。

団体からの一言 犬や猫を飼う時

は、家族全員で協力し、責任を持っ

て最後まで飼ってください。

相談も受け付けています。

事務所：渋川市北橘町真壁364-1

電 話：080-7723-8797

活動団体情報 平成３１年２月1日現在

市内NPO法人数 ： ３９団体

支援センター登録団体数 ： ５７団体

（内訳 NPO法人：２１団体 ・ 市民活動団体：３６団体）

《ボランティアって》
人力・時間の提供支援の他、寄付(お金)・寄贈

(品物)も含まれるって、皆さん知ってましたか？

ここでは、そうした情報をお伝えしています。

『子ども大好きな託児ボランティア』お礼
問い合わせ、ありがとうございました。
今後とも、しぶかわ子ども食堂やイベント時にお力添

え頂けますようお待ちしています。学生さん大歓迎！

NPO法人 やわら：狩野 090-1665-0556

『ほたるの好きなボランティア』募集！
ほたる生息地の水路整備や周辺の草刈り(午前中1～2

時間)、ほたる祭りなど、各種イベントのお手伝いです。

小学生から大人まで大歓迎。楽しいよ！！

宮田ほたるの里を守る会：津久井 0279-56-8161

セミナー開催報告 ● ちょこっと、ボランティア情報 ●

『子育て支援活動に協力いただけるボランティア』募集！

子育てフェスティバルや世界の子どもの本展等のイベ

ント時にサポーターとして、子どもたちに関わってく

ださる方(一般・学生)を募集しています。

しぶかわ広域子育てネットあしたば：狩野 090-9375-9388

セミナーを平成30年 11月 16日(金)、

渋川公民館講堂にて開催しました。

○第1部 家族・地域で考えよう『防災』

渋川市の災害情報(渋川ほっとマップメール)
を取得する。
指定避難所までの避難経路を災害（地震、水害
など）に応じ家族で確認。子どもの通学路も同
様に。
警報の『避難準備、高齢者等避難開始』は、
一人では逃げられない人を近隣地域で把握し
避難開始。家族だけで無く隣近所の状況を把握
することは必須。

○第2部 有ると便利な防災グッズのあれこれ紹介

緊急持ち出し袋はコンパクトに、トイレ用品や
着替え、薬等の他ホームセンター等で揃えられ
る品(キャンプ・登山用品を参考)を準備する。

○第3部 簡単！作ってみよう！防災グッズ

新聞紙でスリッパ作成

○グッズ体験

第２部での便利防災グッズを体験しました。
（ペール缶の簡易トイレ・ダンボールベット他）

『もしもの防災 役立つあれこれ』
～災害から自分と家族を守るコツ！～

NPO法人 いこい

高齢者、障害者が住み慣れた地域

で最後まで安心して暮らすことがで

きるように、私たちは、通所介護、

訪問介護を通じてサポートしていま

す。保険外サービスで、買い物、生

活支援。また、フードバンクの取次

事業所として、食品の無料配布を行

っています。

団体からの一言 施設の利用、ご支

援の相談を随時、受け付けています。

ボランティア希望される方は、いつ

でも大歓迎です。

事務所：渋川市渋川1746-2

電 話：0279-25-7234

NPO法人 ポラリス

JR 敷島駅から北西に約１キロの

所にあるディサービスです。設立か

ら１４年が経ちました。あらゆる機

会を通し、子ども達との交流の場を

設け、草花・干し柿・炭酸饅頭作り

など昔ながらの活動をしながら、残

存能力の維持、回復を図っています。

団体からの一言 子育て中のママへ

人生の先輩方がお待ちしています。

子どもさんと一緒に、ぜひお出掛け

ください。お待ちしています。

事務所：渋川市赤城町津久田165-33

電 話：0279-56-3430

団 体 の 活 動 紹 介 団 体 の 活 動 紹 介

4/29(月・祝)『小野上温泉まつり』運営スタッフ募集！

好きな図柄を選んだり、写真を持ってきて作る『缶バ

ッチ』を、子どもたちと一緒に作るお手伝いをしてく

ださるスタッフを募集しています。（軽作業です）

生涯学習おのがみチーム：石田 090-1436-4294
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（事務局 星野）

ランタン祭inおのがみ

ペットボトルに絵や字を

書き、ランタンを作ります。

夜には地域のみなさんによ

る歌や踊り、演奏がありま

す。

小野上公民館、駐車場

隣接の田んぼ

６月２２日（土）

午後４時～午後８時

生涯学習おのがみチーム

TEL 0279-59-7027

（小野上公民館）

しぶかわＮＰ０・ボランティア支援センター
(渋川市市民部市民協働推進課)

●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 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

【町田 喜和子さん 創作和紙人形】

○新規登録団体 特定非営利活動法人 ポラリス

（主な分野）保健・医療・福祉、子どもの健全育成

高齢者支援施設を運営し、地域の子ども達とも積極的に年代を超えた交流に努めています。施設内

でも季節の移ろいが感じられる地域密着型サービスを提供しています。

○新規登録団体 なないろのMORI

（主な分野）社会教育・まちづくり・子どもの健全育成

月1回お茶会をしています。子育てに悩み、不安を抱えた人や、子どもの教育に携わる人が集ま

り、子育てのスキルを身につけ、前向きに生活出来るようにサポートし合っています。

★障害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）の株主から寄贈選択制度によ
る、障害ある子ども達を支援する団体へお菓子の寄贈があり
ました。
平成30年 12月 12日（水）市役所にて 髙木市長 より、
NPO法人 やわら 代表 狩野 裕子氏に贈呈されました。
お菓子はクリスマス会等で子ども達に配られました。

■ ちょこっと、ボランティア情報

■ セミナー開催報告

■ 団体の活動紹介

■ NPO法人・市民活動団体のイベント情報

■ お知らせ

 


