
内 容 場 所 日 時
申 し 込 み
問い合わせ

信愛えんがわカフェ主催

しんあいこども食堂
こどもも大人も一緒にごはん

を食べます。

日本キリスト教団

渋川教会

（旧信愛幼稚園）

３月２２日（日）正午

４月１９日（日）正午

５月２４日（日）正午

信愛えんがわカフェ

TEL0279-２2-2890

担 当 ひじ

①小野池里山桜まつり
・桜の見学と里山の山散。

②緑の輪を広げよう
・グリーンカーテン作りを学

ぶ・ゴーヤの苗の無料配布等｡

①小野池の湖畔

②渋川公民館

①４月４日(土)

１０時から正午

②５月１６日(土)

１０時から正午

ＮＰＯ法人渋川広域

ものづくり協議会

TEL0279-20-1400

担 当 角田

懐メロの集い
生バンドの伴奏であの頃の懐

メロを皆んなで楽しく歌いま

しょう。歌詞カードを用意し

ます。

小野上温泉

さちのゆ
４月８日（水）

正午～

懐メロ合唱団 山の彼方に

ＴＥＬ
０９０－９３８３－０９１０

事務局 片桐

フォルクローレ inぐんま

２０２０
様々な楽器で南米民族音楽を

演奏します。

高崎市市民活動

センターソシアス

１階 市民ホール
（住所：高崎市足門町

1669番地 2）

４月１９日(日)

開場 正午

開演 １２：３０～

渋川ケーナ愛好会

クルス・デル・スル

TEL0279-25-1357

担 当 田中

①あじさいまち歩き
渋川駅前広場から平沢川緑道

を通り小野池あじさい公園ま

でガイドが案内します。

②あじさい祭り観光ガイド
公園内では土日のみガイドがご

案内します。

①渋川駅前から

小野池あじさい公園

②小野池あじさい公

園

①６月６日（土）

１０時～１２時３０分

②６月１４日（日）

～７月５日（日）土、

日の９時～正午

渋川フラワーガイドの会

TEL0279-20-1400

担 当 角田

第５回ランタン祭り in

おのがみ
ペットボトル２ℓを使い絵を

書き砂とロウソクを入れ田ん

ぼのふちに並べ火を灯しま

す。

小野上公民館

周辺
６月２０日（土）

１５時～

生涯学習おのがみチーム

TEL0279-59-7027

(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 シンセコーラス デュオ・スピリット

（連絡先 ０２７９－２３－１８５８）

（主な分野）保健、医療、福祉・学術、文化、芸術、スポーツ・各活動団体への助言、援助等

○新規登録団体 NPO法人 ハンドインハンド

（連絡先 ０２７９－２６－３６４０）

（主な分野）保健、医療、福祉・まちづくり

● NPO法人渋川広域ものづくり協議会が、「第２９回全国花のまちづくりコンクール」

で団体部門最高賞の農林水産大臣賞を受賞しました ●

花と緑を通じて幅広い世代の市民と関わり合う仕組みを積極的に企画、実行する姿勢が高く評価さ
れました。

NPO 法人・市民活動団体のイベント情報



支援センター パネル展示開催報告

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。

シンセコーラス デュオ・スピリット

● ちょこっと、ボランティア情報 ●
平成２５年にデュオスピリットを

結成し｢懐メロの集い｣と銘打って歌

詞カードを用意しシンセサイザーと

キーボード２台の伴奏で昭和以前の

流行歌や童謡等を歌っています。曲目

の解説が楽しいと好評です。あの頃を

想い浮かべ歌いませんか。

団体からの一言

自治会、公民館等からのオファーや

メンバーを募集しています。

事務所：渋川市中村３１０-５

電 話：０２７９-２３-１８５８

《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。

『小野池里山桜まつり』募集！
日時：４月４日(土)１０時から正午

場所・内容：小野池湖畔にて受付等のお手伝い

『緑の輪を広げよう』募集！
日時：５月１６日(土)１０時から正午

場所・内容：渋川公民館にて受付等のお手伝い
NPO法人 渋川広域ものづくり協議会：角田 027９-２０-１４００

支援センター登録団体数 ： ５９ 団体

（内訳 NPO法人： 22 団体 ・ 市民活動団体： 37 団体）

放置荒廃した竹やぶが増加し、様々

な環境被害を招いています。有害鳥獣

対策や不法投棄、交通障害や防犯対策

など生活環境の改善も含め地域・集落

に近接する竹林の整備と竹材の有効

活用を行っています。

団体からの一言

伐った竹は竹チップや竹炭として

活かしています。ご意見・ご要望をお

待ちしています。

事務所 ：渋川市八木原６４９－１

電 話 ：０２７９-６０-７７２３

旧信愛幼稚園園舎及び園庭を活用

し、地域の方々のふれあいの縁側とし

て親しんで頂くイベントを開催して

います。各世代の抱える課題を共有

し、みんなで励まし合う活動を目指し

ています。こども食堂他、楽しい企画

を用意しています。

団体からの一言

しんあいこども食堂他、皆様方の応

援をよろしくお願い致します。

事務所：渋川市渋川２２２０

電 話：０９０-７０９９-０５５６

団 体 の 活 動 紹 介

こどもたちがどのような境遇にお

かれても幸せになって欲しい。地域ぐ

るみでこどもの成長を喜び合いたい。

という思いで、色々な人と出会い、

色々な経験ができるような活動を行

っています。行きたい日に来られる人

だけで、できる事をやります。

団体からの一言

こどもも大人も楽しく過ごす時間

を大切にしていますので、気軽に遊び

に来てください。

事務所 ：渋川市石原１４９８-２８

電 話 ：０９０-１６６５-０５５６

団 体 の 活 動 紹 介

ＮＰＯ法人 竹取物語

こんな本があります

『 女 性 と 子 ど も の 貧 困 』
～社会から孤立した人たちを追った～

支援センター セミナー開催報告

「社会的に弱い立場の女性・子どもを守る」

DV（配偶者等からの暴力）防止活動のセミナーを

以下のとおり開催しました。

○日時：令和元年１１月１５日（金）

○場所：渋川公民館

○講師：認定NPO法人

ひこばえ

代表 茂木直子氏

○セミナー内容

・DVと児童虐待

父親からの虐待を受けている子どもがいる家庭で

は、母親がDV被害者であるケースが多いです。

また、家庭内暴力を見ている子どもには、大変な精

神的ダメージを与え児童虐待となっています。

さらに、直接虐待を受けた子どもはストレスを処理

しきれずに脳に大きな影響を受けてしまい、やがて

DV加害者へと成長してゆくおそれがあります。

しつけに暴力はいらないのです。

・DVを受けた場合

暴力を繰り返し受けてしまうと、身も心も傷つき逃

げる気力も体力も失ってしまいます。こんな時は、一

人で抱えないで信頼できる人、専門の人に相談してく

ださい。あなたを助けてくれる人が必ずいます。

【参考】DVに関する相談先

群馬県女性相談センター

電話：０２７－２６１－４４６６

著者：樋田 敦子（大和書房）

シングルマザー・ヤミ金・奨学金滞納・４０歳
風俗嬢・無戸籍問題・医療ネグレクト・虐待・

DV・ホームレス高齢女性・ワーキング

プア・ネットカフェ難民など女性と子ど

もの貧困について書かれた本です。

ＮＰＯ法人 やわらボランティア団体信愛えんがわカフェ

期間：令和２年２月３日(月)～２月２８日(金)

場所：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 28 団体 計 43 団体

『第５回ランタン祭り in おのがみ』募集！
日時：６月２０日(土)１５時集合

場所：小野上公民館とその周辺

内容：ランタン作り、点灯等
生涯学習おのがみチーム：小野上公民館０２７９-５９-７０２７

『あじさいのまち歩き』募集！
日時：６月６日(土)10時から１２時３０分

場所・内容：渋川駅前にて受付や渋川駅前から小野池あ

じさい公園までガイド等

『小野池あじさい祭り』募集！
日時：６月１４日(日)～７月５日(日)の土､日９時から正午

場所・内容：小野池あじさい公園にて入口で希望者にア

ナベルの苗のプレゼントのお手伝い

渋川フラワーガイドの会 ： 角田 027９-２０-１４００

活動団体情報 令和２年２月１日現在

市内NPO法人数 ： 3９ 団体

『しんあいこども食堂』募集！
日時：３月２２日(日)、４月１９日(日)、５月２４日(日)

※各日とも開始時間は正午からです。

場所：日本キリスト教団渋川教会（旧信愛幼稚園）

内容：こども食堂の配膳 等
信愛えんがわカフェ： ひじ ０２７９-２２-２８９０
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内 容 場 所 日 時
申 し 込 み
問い合わせ

信愛えんがわカフェ主催

しんあいこども食堂
こどもも大人も一緒にごはん

を食べます。

日本キリスト教団

渋川教会

（旧信愛幼稚園）

３月２２日（日）正午

４月１９日（日）正午

５月２４日（日）正午

信愛えんがわカフェ

TEL0279-２2-2890

担 当 ひじ

①小野池里山桜まつり
・桜の見学と里山の山散。

②緑の輪を広げよう
・グリーンカーテン作りを学

ぶ・ゴーヤの苗の無料配布等｡

①小野池の湖畔

②渋川公民館

①４月４日(土)

１０時から正午

②５月１６日(土)

１０時から正午

ＮＰＯ法人渋川広域

ものづくり協議会

TEL0279-20-1400

担 当 角田

懐メロの集い
生バンドの伴奏であの頃の懐

メロを皆んなで楽しく歌いま

しょう。歌詞カードを用意し

ます。

小野上温泉

さちのゆ
４月８日（水）

正午～

懐メロ合唱団 山の彼方に

ＴＥＬ
０９０－９３８３－０９１０

事務局 片桐

フォルクローレ inぐんま

２０２０
様々な楽器で南米民族音楽を

演奏します。

高崎市市民活動

センターソシアス

１階 市民ホール
（住所：高崎市足門町

1669番地 2）

４月１９日(日)

開場 正午

開演 １２：３０～

渋川ケーナ愛好会

クルス・デル・スル

TEL0279-25-1357

担 当 田中

①あじさいまち歩き
渋川駅前広場から平沢川緑道

を通り小野池あじさい公園ま

でガイドが案内します。

②あじさい祭り観光ガイド
公園内では土日のみガイドがご

案内します。

①渋川駅前から

小野池あじさい公園

②小野池あじさい公

園

①６月６日（土）

１０時～１２時３０分

②６月１４日（日）

～７月５日（日）土、

日の９時～正午

渋川フラワーガイドの会

TEL0279-20-1400

担 当 角田

第５回ランタン祭り in

おのがみ
ペットボトル２ℓを使い絵を

書き砂とロウソクを入れ田ん

ぼのふちに並べ火を灯しま

す。

小野上公民館

周辺
６月２０日（土）

１５時～

生涯学習おのがみチーム

TEL0279-59-7027

(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 シンセコーラス デュオ・スピリット

（連絡先 ０２７９－２３－１８５８）

（主な分野）保健、医療、福祉・学術、文化、芸術、スポーツ・各活動団体への助言、援助等

○新規登録団体 NPO法人 ハンドインハンド

（連絡先 ０２７９－２６－３６４０）

（主な分野）保健、医療、福祉・まちづくり

● NPO法人渋川広域ものづくり協議会が、「第２９回全国花のまちづくりコンクール」

で団体部門最高賞の農林水産大臣賞を受賞しました ●

花と緑を通じて幅広い世代の市民と関わり合う仕組みを積極的に企画、実行する姿勢が高く評価さ
れました。

NPO 法人・市民活動団体のイベント情報


