
●宮田ほたるの里を守る会が『優良河川愛護団体』として群馬県及び群馬県河川協会から

表彰されました。

水路整備や周辺の草刈りを行い、ほたるが生息する豊かな自然を守る環境づくりに取り組んだ功績に

より表彰を受けました。

内 容 場 所 日 時
申 し 込 み
問い合わせ

子育て相談室『オアシス』

気楽にお話してみません

か？

親の気持ちが楽になると

子どもも笑顔になりま

す。

中央公民館
毎月

第1・3 金曜日

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

大型ポスター展示

年間活動報告・事例発表

交流会・その他

入場無料

多くの参加をお願い致し

ます。

赤城公民館

１階大ホール

正面玄関フロアー

令和３年

１月中旬

午前９時～１２時

宮田ほたるの里を守る会

携帯090－4950－7651

事務局 星野 信好

TEL0279-56-2215

(赤城公民館）

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

令和３年

２月２０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

市役所 商工振興課

NPO 法人・市民活動団体のイベント情報NPO 法人・市民活動団体のイベント情報

※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。

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

【 もみじ 赤城町 】

●ＮＰＯ法人竹取物語が環境大臣表彰『地域環境保全 功労者表彰』を受賞しました。

竹林の整備活動、竹の有効活用、環境美化等、様々な環境保全活動に取り組んだ功績により、表彰さ

れました。『活動発展のため、今後一層の努力をいたす所存でございます。』と代表の髙橋 廣司さん

はおっしゃっています。

○新規登録団体 特定非営利活動法人 つばさ（連絡先 ０２７９－２６－７３７８）

（主な分野）保健、医療、福祉・観光・経済活動の活性化



渋川フラワーガイドの会

小野池あじさい公園で行われる「あじさい

まつり」の期間中の土・日午前中に来園者に

対してガイドとおもてなし活動を行ってい

ます。市の花である、あじさいをとおして皆

さんに喜んでもらえるような活動を心がけ

ています。

団体からの一言

随時、ガイド仲間を募集しています。一緒

にボランティア活動をしませんか。

事務所：渋川市渋川2011－9

電 話：0279－20－1400

しぶかわ広域子育てネットあしたば

子育て中のパパ・ママをネットワークで支

援する事を目的に平成19年10月に発足し

た会です。子育て支援は親支援をコンセプト

に子育て中の方々の出合いと交流の場作り

を推進しています。（子育てフェスティバル、

ドラムサークル等実施）

団体からの一言
コロナ禍でも状況を見ながら親子が元気

になれるイベントを企画、実施して行きたい
です。

事務所：渋川市渋川3912－20

電 話：090-937５-93８８

Eメール：ashitaba-2525@ezweb.ne.jp

こんな本があります

災害で活きた

『心を支えるシニア・ボランティア』

著者：ユニベール財団（出版：ミネルヴァ書房）

心のケアとは何か。できることを一緒に、出

来なくても一緒に。大災害で高齢者の孤立を

防いだ貴重な記録が書かれた、おすすめの一

冊です。

団 体 の 活 動 紹 介 団 体 の 活 動 紹 介

ＮＰＯ法人 トポスはなみずき

とぽす作業所は渋川駅前通りにあります。

辰巳町の信号待ちをしているときに「ベル

ク」側を見あげてください。黄色のビルの２

階に「とぽす作業所」と大きく書いてありま

す。毎日９時から作業したり施設外にて清掃

作業をしております。明るい作業所です。

団体からの一言

楽しく作業してます。一度見学にきてね。

事務所：渋川市渋川1816－40日新ビル

電 話：0279－25－7239

Eメール：toposu.h263@xp.wind.jp

支援センター登録団体

●パネル展示のお知らせ●

市内にはＮＰＯ法人や市民活動団体があり、

それぞれ地域に貢献する活動を行っていま

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。

第二庁舎へお越しの際は、ぜひご覧くださ

い。

展示期間

令和３年２月１日（月）～２月２６日（金）

展示場所

市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン

一般社団法人 渋川青年会議所

わたしたち渋川青年会議所は、明るい豊か

な社会の実現のため、常日頃からまちづくり

運動を展開しています。新型コロナウイルス

感染拡大の防止のため様々なイベントが中

止されていく最中であっても感染拡大予防

策を講じ、できる限り地域社会の明るい話題

作りの一助となれるよう活動してまいりま

す。

団体からの一言
今年、渋川駅前通りにて七夕事業を開催い

たしました。
事務所：渋川市渋川並木町720-1
電 話：0279-26-7214

ＮＰＯ法人 ビューティフルデイズ

当法人は、障がい児・者が日中利用出来る

事業を運営しております。一人の人として、

安心して社会参加できるよう支援を致して

おります。また、障がい福祉サービスを利用

するために必要となる計画相談も対応して

おりますので、是非ご利用ください。

団体からの一言

夏休み期間が例年より少ない中、充実した

時間を過ごせました。
事務所：渋川市北橘町真壁1938－7
電 話：0279-25-8370
Eメール：info@b-deizu.com

渋川市家庭教育カウンセリング協会

家庭教育カウンセリングの理論や技法を

もとに、より良い人間関係を築くための心を

学んでいます。子どもや保護者が、生き生き

過ごせる日常になるような働きかけのでき

る市民の一人であることを目指して、学び続

けています。

団体からの一言

中央公民館で、子育て相談『オアシス』や

教育講演会も開催しています。

活動場所：中央公民館

電 話：090-6142-4025

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９月３０日現在

市内NPO法人数 ： 39

『ほたるの里を守ろう』募集
ほたる生息地の水路整備や草刈り、各種イベント

のお手伝いです。１・２人でもＯＫ！！小学生か

ら大人まで大歓迎です。お待ちしています！

※新型コロナウイルスの影響により中止・延期・

変更する場合がございます。

【宮田ほたるの里を守る会】

事務局：星野 信好 0279－56－8780

● ちょこっと、ボランティア情報 ●



渋川フラワーガイドの会

小野池あじさい公園で行われる「あじさい
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