
『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募集。

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方お待ちしています。

群馬動物愛護推進協会アイリス：今井 080-7723-8797

内 容 場 所 日 時
申 し 込 み
問い合わせ

よいおやさい

こむろファームでの農作業
ブルーベリー、露地野菜の農作業

参加費：1，000円（昼食付）

現地集合
詳細：

https://410831.com/cat/boshu

こむろファーム

（渋川市北橘町小室）

毎月第一、第三土曜日

7月4日・18日（土）

8月1日・15日（土）

9月5日・19日（土）

10月3日・17日(土）

10時～16時くらい

よいおやさい

(www.410831.com)
詳細：

https://410831.com/cat/boshu

メール：info@410831.com

担 当 篠崎、矢野

わくわく子どもまつり

2020
子供達を対象とした犬とのふ

れあい及び犬猫の飼育、しつ

けについて。

K'BIX 元気21まえばし

3Fフロア及びステージ

（前橋市本町二丁目

12－1）

8月２２日（土）

１０時～１６時

群馬動物愛護推進協会

アイリス

TEL080-7723-8797

担 当 今井

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）

エッグホール
10月24日（土）

15時～17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

小野池里山秋まつり
市民花壇に植栽体験

小野池古道を散策して里山の

自然を楽しむ。

参加費：無料

現地集合、小雨決行

小野池湖畔

（小野池あじさい公園内）

10月31日（土）

10時～12時

ＮＰＯ法人

渋川広域ものづくり協議会

TEL0279-20-1400

担 当 岸

※新型コロナウィルスの影響により、中止・延期・変更する場合があります。

NPO 法人・市民活動団体のイベント情報

しぶかわＮＰ０・ボランティア支援センター
(渋川市市民環境部市民協働推進課)

●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

【 ナツズイセン 赤城自然園 】

○新規登録団体 いちご会コーラス （連絡先 ０２７９－２2－１338）
（主な分野）保健、医療、福祉・学術、文化、芸術、スポーツ

○支え合いマスクボックスを支援センター内に設置しました。
手作りマスク、使い捨てマスクまど「他の人に使ってほしい」という気持ちを受け取るボックスです。

※マスクは未使用のもので、一つずつビニール等に入れてください。



いちご会コーラス

当会は、昭和５２年に発足し、毎週金曜日

に中央公民館の講堂で練習。演奏会は、年に

４回程で合唱連盟や市が主催の会に出演。会

員の平均年齢は高いですが、発声法の特訓を

受けながら45周年記念の演奏会に向けて、

楽しく合唱をしています。

団体からの一言

日本の情緒ある名曲を歌い継いでいきたい

と思っています。入会を歓迎します。

事務所：渋川市渋川2601-1

電 話：０２７９-２２-１３３８

渋川ケーナ愛好会 クルス・デル・スル

フォルクローレ？。聞きなれない音楽かも

しれません。でもあの名曲「コンドルは飛ん

で行く」といえばどなたでもご存知でしょう。

ケーナのほか南米民族音楽特有の楽器を使っ

て演奏します。各種イベントに参加し、音楽

の楽しさを伝えます。

団体からの一言

男性5名、女性5名のメンバーの「和」は、

勿論10以上。みなさんの元気を応援します。

事務所：渋川市北橘町八崎801-6

電 話：０２７９-２５－１３５７

こんな本があります

ボランティアの可能性

人と企業ができること

著者：鈴木 盈宏（廣済堂出版）
みつひろ

ボランティアの経験がない方にも、

「助け合い」という生き方、日本人だか

らできるボランティアを提案してくれる、

おすすめの一冊です。

ＮＰＯ法人 北毛ささえあいの会

高齢・障害などにより日常生活が困難な

会員様に対してお手伝いをしています。草

むしり、樹木剪定など庭の手入れや、室内

の片付け、病院への通院や買い物、役所へ

の用足しなど送迎支援をしています。

団体からの一言

庭の手入れや障子張りなど、支援できる会

員さんの入会を随時受付中。

事務所：渋川市有馬237-1

電 話：０２７９-２3-１1６５

使用済み切手を集める

消印が押されている切手を障害福祉サービ

ス事業等に役立てている。

問い合わせ先

NPＯ法人 誕生日ありがとう運動本部

TEL 078-360-1257

ベルマークを集める

協賛会社の商品についており各学校のPTA

を通じて教育機材の購入に使われている。

問い合わせ先

公益財団法人 ベルマーク教育助成財団

TEL 03-5148-7255

団 体 の 活 動 紹 介 団 体 の 活 動 紹 介

《ボランティアって》

人力・時間の提供支援のほか、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？

家でも、ひとりでもできるボランティア

始めませんか。

湧玉蛍愛好会

湧玉蛍愛好会は、平成２６年1月に、地区

内にある、清水の湧き出る湧玉の美しい自然

を守りながら、蛍が生息出来るよう環境を整

備し、蛍が乱舞する美しい故郷を作ることを

目的に、地区の自治会役員OBを中心に9名

で発足しました。「湧玉ほたるの里」で検索。

団体からの一言
今年も会員が心を込め環境整備をしまし

た。たくさんの蛍が見られると思います。
事務所：渋川市赤城町勝保沢249-1
電 話：０９０－３３４１－９８１２（齊藤）
Eメール：denki-kanri3110@star.bbexcite.jp
bbexcite

下南室太々御神楽保存会

講員全員で永年続く神楽を継承していま

す。活動は地元赤城神社（4月の第１日曜日）、

子持大山祇神社奉納、他に「渋川文化祭郷土

芸能発表会」に参加予定。県の教育文化事業

団主催「伝統芸能字幕付公演」にも参加予定

です。

団体からの一言

伝統芸能を絶やさないよう頑張っていま

す。是非、見に来てください。

事務所：渋川市北橘町下南室赤城神社社務所

電 話：０２７９-５２－２７２９（諸田）

支援センター登録団体数 ：60 団体

（内訳 NPO法人： 22 団体 ・ 市民活動団体： 38 団体）

活動団体情報 令和２年6月１日現在

市内NPO法人数 ： 39 団体

ＮＰＯ法人 ピーチ

NPO法人ピーチは、知的障がい者(児)も地

域共生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ように支援し、ひとり

ひとりの人権が尊重される優しいまちづくり

の推進に寄与することを目的とし、放課後等

デイサービスを運営しております。

団体からの一言
3月から休校が続いておりますが、子供達

は散歩やトランポリンをして元気です！！
事務所：渋川市金井742-4
電 話：０２７９-２4-1100
Eメール：kmail@beige.ocn.ne.jp

● 家でもできるボランティア情報 ●
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