




●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。

活動団体情報 令和元年6月 1日現在

市内NPO法人数 ： 38団体

● ちょこっと、ボランティア情報 ●

《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、皆さん知っていまし

たか？

ボランティアに興味のある方、ぜひご連絡くだ

さい。

『子育て支援活動、協力ボランティア』お礼

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

くださった沢山の皆様、ありがとうございました。

しぶかわ広域子育てネットあしたば：狩野090-9375-9388

『花・緑が好きなボランティア』募集！

・渋川駅前花壇の手入れ (花の植栽と花がら摘み)

午前8時30分～午前9時30分

・国道17号中央分離帯アナベル (除草作業他)

午前8時～午前9時 日程は問い合わせください。

NPO法人渋川広域ものづくり協議会：角田 0279-20-1400

『ほたるの好きなボランティア』お礼

ほたる生息地の水路整備や周辺の草刈り、ほたる祭り

などの各種イベントにボランティアとしてお手伝い

いただきました皆様、本当にありがとうございまし

た。また、よろしくお願いいたします。

宮田ほたるの里を守る会：津久井 0279-56-8161

支援センター登録団体数 ： 59団体

（内訳 NPO法人：２1団体 ・ 市民活動団体：３8団体）

支援センターパネル展 開催報告

子育て当事者が中心となり結成し

た、市民活動団体です。

｢すべての子どもたちの居場所づくり

をしよう｣｢私たち親も、支え合える場

所にしよう｣をモットーに、活動へ参

加できる日に、参加できる人だけで、

できる事をやっています。

団体からの一言 しぶかわこども食

堂や北群馬渋川発ぐんま子育て祭り

でこどもも大人も楽しみましょう！

事務所：渋川市渋川3912-20
地域交流スペース jicca 内

電 話：090-3499-0805

子育てや支援に携わっている人が

月に１度、第２土曜日の午後１時に集

まってお茶会をしています。

リラックスできる環境の中で、自分一

人では、気付けない子育てのヒントや

スキルを与え合い、みんなが自然と学

び合える場所です。

団体からの一言 一人で悩んで不安

になっている方。一度お茶会にいらし

てください。お待ちしています。

活動場所：渋川市西浦集会所
石原1593-1

電 話：090-2430-7836

津久田小学校西側で高齢者の方が

在宅生活を安心して過ごせるように

お手伝いをさせて頂いています。

今年度は、制作・外出活動に力を入れ

ています。皆様の楽しみが増えますよ

う願っています。

団体からの一言 理念：人々の笑顔

と陽気な声のあふれるほほえみにあ

なたらしくあるためのお手伝いをさ

せていただきます。

事務所 ： 渋川市赤城町津久田236-10

電 話 ： 0279-56-8860

当法人は平成17年に設立し、現在

就労継続支援B型｢すばる｣の運営及

び、昨年地域活動支援センター｢いぶ

き｣と統合した｢かえでの園｣の運営を

行っています。誰もが夢と活力のある

生活を送れる地域社会を目指し、日々

活動を行っています。

団体からの一言 施設の利用、支援

内容等に関しましては、お気軽にご相

談ください。

事務所： 渋川市渋川2078-26

電 話： 0279-26-3640

団 体 の 活 動 紹 介 団 体 の 活 動 紹 介

支援センターに登録している、渋川市内のNPO法
人や市民活動団体の活動を紹介するパネル展を行い
ました。
各団体が、子育て、高齢者、障害者、環境、まちづ

くり、社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ等、そ
れぞれの分野での活動の様子を、写真、イラストを交
えて紹介しました。

・平成31年2月 1日(金)～2月28日(木)
・渋川市役所第二庁舎 2階 あじさいサロン

【展示参加団体】
NPO法人 15団体
市民活動団体 25団体 計 40団体

『人が集まる！行列ができる！

講座、イベントの作り方』

こんな本があります

著者：牟田 静香 （講談社＋α新書）

ココロに響くタイトル・チラシ、メリット
ありそう、行ける時間帯、で申し込み殺到！

・人が来る｢面白さ｣とは何か？

・｢私｣に役立つ講座

・思わず手に取るチラシの作り方

・満足度の高い講座作りと講師選び

NPO法人つくだ

NPO法人ハンドインハンド

やわレンジャー

なないろのMORI

視察研修報告（埼玉県 川越市）

NPO法人 川越きもの散歩

研修講師：代表理事 藤井 美登利 氏

研修講演：『着物を通して、絹産業と小江戸川越を

盛り上げる』『児童養護施設支援』

研修日：令和元年５月１０日（金）

研修場所：川越市役所 会議室

参加団体：NPO法人２団体、市民活動団体８団体

計１０団体

埋もれた地元資産である「着物文化の伝承」を県・市・

自治会・企業を巻き込んで支援をお願いし、着物を観光資

源として活用している活動を聞くことができました。

また、児童養護

施設支援として、

成人式用に着物の

着付け、写真撮影、

着物のプレゼント

などをしている実

績も聞けました。



内 容 場 所 日 時
申し込み
問い合わせ

第6回秋の交通安全フェア
～遊んで学ぼう交通安全～

・ミニ消防車や高所作業車

等の試乗

・消防車、救急車、白バイ

の展示

赤城総合運動自然

公園内

赤城西麓土地改良

事務所前駐車場

9月 8日（日）
午前9時～午後2時

ふるさと勢多郡・友の会

TEL090-3341-9812

担当 斉籐

第 13 回たちばな竹の里

フェスティバル
竹をテーマにした竹工芸作品

展(両日)・ページェント(19

日)などのイベントを実施し

ます。竹炭や郷土料理を無料

で配布いたします。

北橘行政センター

北橘公民館

10月 19日（土）
午前9時～午後7時

10月 20日（日）
午前9時～午後4時

渋川市たちばな竹の里フ

ェスティバル実行委員会

TEL0279-52-2300

事務局 北橘公民館

第 9回自然観察会・植樹体験

小野池里山秋まつり
里山の自然に親しみながら

散策や植樹を行います。

ゴーコン料理試食交流会

小野池里山
１０月２６日（土）
午前10時～正午

NPO 法人渋川広域もの

づくり協議会

TEL0279-20-1400

担当 角田

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)

エッグホール

(渋川駅前通り商店街)

10月 26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

TEL0279-22-2596

事務局 商工振興課

NPO法人・市民活動団体のイベント情報

【町田 喜和子さん 創作和紙人形】

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

○新規登録団体 懐メロ合唱団 山の彼方に

（主な分野）保健・医療・福祉

歌詞カードを配布し、童謡・唱歌・懐メロをバンドやシンセサイザーの伴奏と共に合唱しています。

県内73施設を対象に、社会貢献を目的とした慰問等の活動をしています。

○新規登録団体 一般社団法人 全国心臓病の子どもを守る会 群馬県支部

（主な分野）保健・医療・福祉、子どもの健全育成

心臓病児者とその家族の苦しみをなくすために、会員が連絡し助け合いみんなで医療制度の改善と

社会制度の充実のために活動しています。

● NPO法人渋川広域ものづくり協議会が、【地域環境美化】環境保全功労者等 環境大臣賞及び

群馬県総合表彰を受賞しました ●

花と緑のまちづくり活動、地球温暖化防止のためのグリーンカーテンの普及、渋川市の花あじさいで

景観・環境美化等に取り組んだ功績により、当センター登録団体 NPO法人渋川広域ものづくり協議

会が環境大臣及び県から表彰を受けました。『今後も、地域活性のため、県・市が展開する事業、イ

ベント等に参加し、協力し協働を推進したい。』と代表の岸 邦夫氏は話されています。


