
内 容 場 所 日 時
申 し 込 み
問い合わせ

懐メロの集い
歌詞カードを配布し、バンド

の生演奏で懐メロをあの頃を

思い出してみんなで楽しく歌

いましょう

渋川老人福祉

センター
12月 18日（水）
午前11時～正午

懐メロ合唱団 山の彼方に

TEL090-9383-0910

事務局 片桐 賢一

渋川まちなかうたごえサロン
青春時代みんなで歌った、懐

かしい曲、思い出の曲をギタ

ーやパーカッションの伴奏で

一緒に歌います。参加費500

円(ドリンク・デザート代)

エッグホール
（渋川駅前通り商店街）

令和2年

2月 15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

(まちなか再生室) 石井

子育て相談室『オアシス』
１人で抱え込まないで！気楽

にお話してみませんか？

☆教育講演会
親子の関わり等をテーマにす

る参加型の講演会を年１回開

催します。

中央公民館
3 階 児 童 室 内

毎月 第1･3（金）
午前10時～正午

渋川市家庭教育

カウンセリング協会

TEL090-6142-4025

担当 竹田

新春ふれあい広場
ホタルの保護活動の資料展

示、大型ポスター展示、

DVD放映などをします。

ぜひ、お越し下さい。

赤城公民館

1階ロビー

令和2年

1月 25日（土）
午前8時 30分～正午

宮田ほたるの里を守る会

TEL0279-56-8780

事務局 星野 信好

【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 ボランティア団体 信愛えんがわカフェ

（連絡先 ０９０−７０９９−０５５６）

（主な分野）社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ、子どもの健全育成

地域にひらかれた、カフェや子ども食堂の活動を通じ、多世代間の交流を深める事業をしています。

○新規登録団体 NPO法人 よいおやさい

（連絡先 ０５０-５８８９-１８６６）

（主な分野）農村地域振興、まちづくり

農業の軽作業補助。ネットで農作業ボランティア募集し都内より渋川へ送迎運行事業をしています。

● しぶかわNPO・ボランティア支援センター運営協議会の発足について ●

6月24日(月)運営協議会発足会議にて、運営協議会が発足し、役員を決定しました。
運営協議会は、センターが行う各種の事業等を円滑に実施し、利用登録団体の相互連携やより一層
の発展を図るため、発足しました。
今後は、運営協議会が中心となって、より良いセンターとなるように協議活動をしていきます。

会 長 ： NPO法人 渋川広域ものづくり協議会 代表理事 岸 邦夫氏

副会長 ： 宮田ほたるの里を守る会 事務局長 星野 信好氏

副会長 ： 一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会 群馬県支部 支部長 増田 政利氏

NPO 法人・市民活動団体のイベント情報



セミナー開催のお知らせ

『社会的に弱い立場の
女性・子どもを守る』

～ あなたは、大丈夫？ ひこばえのチェックシート～

・日時 令和元年11月15日（金）

午後 1時 30分～3時 30分

・場所 渋川公民館 講堂

・講師 認定NPO法人 ひこばえ

代表：茂木 直子氏

《女性と子どもの命を守る現場から見えたもの》

・暴力のサイクルからは一人では抜け出せない。

・子どもは地域で守る。

・シェルターを知っていますか？ など

※ 関心のある市民の方
誘い合わせてぜひご参加ください！

支援センター登録団体

パネル展示会のお知らせ

渋川市内のNPO法人や当センター

に登録している市民活動団体の活動

を報告します。

子育て・高齢者・障害者支援、環境、まちづくり、社

会教育など、それぞれの分野で活動する団体につい

て、写真やイラストなどで紹介します。

第二庁舎にお越しの際は、ぜひご覧ください。

懐メロ合唱団 山の彼方に

●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。

● 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。

『犬・猫好きなボランティア』募集！

施設の慰問等のイベント時、お手伝いをして下さる動物

好きの方をお待ちしています。

動物たちに癒やされ、笑顔になる。そんな優しい時間を

体験したいと思われたら連絡下さい。お待ちしています。

群馬動物愛護推進協会アイリス ：今井 0279-52-2117

支援センター登録団体数 ： 5８団体

（内訳 NPO法人：２１団体 ・ 市民活動団体：３7団体）

平成11年にバンド結成し、20年。

「老老慰問」と銘打って8名で渋川

市他、県内へ出張しています。演奏

回数は8月で7７5回になり近年は

介護施設や老人センターのほかに、

公民館、自治会、観光ホテル、日帰

り温泉施設等にも出張しています。

団体からの一言

・姉妹グループ｢デュオ・スピリット｣

も一緒にオファーお待ちしてます。

・一緒に演奏するメンバー募集中。

事務所：渋川市渋川3647-47

電 話：090-9383-0910

毎週土曜の夜、渋川西部公民館で練

習し、定期演奏会、美術館コンサー

トなどを開催しています。

子どもの団員減少が悩みの種です。

クラシック音楽の素晴らしさを共に

味わいませんか。団員一同心よりお

待ちしております。

団体からの一言 渋川にクラシック

音楽の灯をともし続けたい。

ぜひ、一緒に活動しませんか？

事務所 ： 渋川市石原1653-6

電 話 ： 0279-22-3300

心臓に障害を持って生まれる子ども

は、100人に1人と言われています。

１人ひとりの障害の箇所や程度が違

います。この会は、病児の親が集ま

り交流と親睦をはかり、医療・福祉・

就学・就労等、情報交換を行い患者

の自立をめざし活動しています。

団体からの一言 随時、会員を募集

しています！ 関心のある方は気軽

にお声掛けください。

活動場所：渋川市内

電 話：080-3005-1474

よいおやさいは、渋川市内の無農薬

野菜を作っている農家さんの作業支

援を中心とした活動を月 1～2回の

頻度で行っております。関東圏から

幅広い年代でのご参加があり、参加

者同士や農家さんとの交流を楽しみ

ながら活動しています。

団体からの一言 気軽に参加できま

す。楽しい農業支援してみませんか！

事務所： 渋川市赤城町溝呂木1652-1
アルル赤城A7号

電 話： 050-5889-1866

団 体 の 活 動 紹 介 団 体 の 活 動 紹 介

『踏み出す勇気「食物アレルギー」「生きる力」

と子どもたちの現実』

こんな本があります

著者：阿蘭 ヒサコ・冨部 志保子（NTT出版）

子どもたちの現実 ２つのテーマ
・「食べられなくても一緒にいたい！」食

物アレルギーを持つ静香の成長物語。

・中学受験に失敗し、仕方なく地元の中学

に通う少年。住む地域で社会性、対人関

係を学んだ慎吾の物語。

NPO法人渋川ジュニアオーケストラ

NPO法人よいおやさい
一般社団法人 全国心臓病の
子どもを守る会 群馬県支部

展示期間

令和2年2月３日（月）～ 2月 2８日（金）

展示場所

市役所第二庁舎 2階 あじさいサロン

『イベント支援ボランティア』募集！

ポラリスが運営する、施設ひなたぼっこにて12月 14

日（土）にクリスマス会を行います。当日、高齢利用者

の方の移動・見守りをしてくださるボランティアを募集

いたします。一緒に楽しんでください。

NPO法人ポラリス： 伊藤 0279-26-7333

『ミニ・フードドライブ』おねがい！

ご家庭で眠っている食品（未開封のものであり、消費期

限が残り2ヶ月以上あるもの）を必要としています。

こども食堂はさしいれ、おすそわけ、寄付などで運営さ

れています。皆様の温かいご支援をお待ちしています。

やわレンジャー ： 狩野 090-3499-0805

活動団体情報 令和元年９月３０日現在

市内NPO法人数 ： 3８団体
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○新規登録団体 ボランティア団体 信愛えんがわカフェ

（連絡先 ０９０−７０９９−０５５６）

（主な分野）社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ、子どもの健全育成

地域にひらかれた、カフェや子ども食堂の活動を通じ、多世代間の交流を深める事業をしています。

○新規登録団体 NPO法人 よいおやさい

（連絡先 ０５０-５８８９-１８６６）

（主な分野）農村地域振興、まちづくり

農業の軽作業補助。ネットで農作業ボランティア募集し都内より渋川へ送迎運行事業をしています。

● しぶかわNPO・ボランティア支援センター運営協議会の発足について ●

6月24日(月)運営協議会発足会議にて、運営協議会が発足し、役員を決定しました。
運営協議会は、センターが行う各種の事業等を円滑に実施し、利用登録団体の相互連携やより一層
の発展を図るため、発足しました。
今後は、運営協議会が中心となって、より良いセンターとなるように協議活動をしていきます。

会 長 ： NPO法人 渋川広域ものづくり協議会 代表理事 岸 邦夫氏

副会長 ： 宮田ほたるの里を守る会 事務局長 星野 信好氏

副会長 ： 一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会 群馬県支部 支部長 増田 政利氏

NPO 法人・市民活動団体のイベント情報


