
『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持ちしています。

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。

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

①字幕付神楽公演
日本語と英語の字幕付神楽公演です。

②③下南室太々御神楽公演

(例大祭奉納）
群馬県指定重要無形民俗文化

財、渋川市重要無形文化財の

舞です。舞は９座～１０座、

県指定の養蚕の舞は、手順や

仕草が織り込まれています。

①群馬県公社総合ビル

ホール（前橋市大渡町）

②赤城神社（北橘

町下南室）

③子持大山祇神社

（横堀）

① 3月 6日（土）

午後1時30分開演

② 4月 4日（日）

③ 4月 11日（日）

両日とも

午前１０時～

午後３時３０分

下南室太々御神楽保存会

TEL090-2520-0322
担当 諸田

小野池里山桜まつり
記念植樹

桜の見学と里山の散策。

小野池里山

（小野池あじさい

公園内）

４月３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 岸

人形劇『はれときどきぶた』
｢きょうのてんきははれ
ときどきぶたでしょう｣
“あしたの日記”があり
えない現実に。
奇想天外な人形劇！

金島ふれあいセンター ４月２９日（木・祝）

渋川おやこ劇場

TEL090-1994-2382

（午後３時すぎ）

担当 山口

ランタン祭 in おのがみ
ランタン作り点灯
ペットボトルに絵や字を
書き、ランタンを作り点
灯します。

小野上公民館

駐車場隣接の田んぼ

6月 19日（土）

午後3時～午後8時

生涯学習おのがみチーム

TEL027９-59-7027

担当 小野上公民館

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）

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

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

【 菜の花 黒井峯 】

○新規登録団体 NPO法人 リバーサイドフライング倶楽部
（連絡先 ０８０-５８８８-６６１６）

（主な分野） まちづくり・学術、文化、芸術、スポーツ・科学技術

『アナベルの手入れボランティア』募集！
中村三差路と吾妻新橋南での除草のお手伝いをしてくれる方を募集。

一緒にまちづくりしてみませんか？
ＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会 ： 岸 ０２７９-２０-１４００



生涯学習おのがみチーム

渋川市生涯学習養成講座終了生で立ち上げ

たチームで、今では小野上地区を盛り上げた

い人、事業に参加賛同できる方が協力し、イ

ベントや地域を明るくする活動に取り組んで

います。ランタン祭は今年６回目を、その他、

ふるさと再発見や小野上地区協賛事業を進め

ています。

団体からの一言

元気のある地域づくりに興味のある方、ボ

ランティアの募集中です。

事務所：渋川市小野子１８５０-１

電 話：０２７９-５９-２２１８

Eメール：a-ishida@vapid.ocn.ne.jp

渋川アコーディオンサークル

老若男女２９名で活動しています。若い方

は生涯楽しめる趣味として、定年後の方は、

老後の趣味・頭の体操等々に最適です。成果

の発表は、色々な演奏会への参加や福祉施

設・地域の敬老会等、訪問演奏による社会福

祉活動を実施しています。

団体からの一言

コロナ禍ですが４月からの新会員を募集し

ています。練習は週１回夜間です。

活動場所：渋川市内及び近隣

電 話：０９０-１８１２-６２５２

ＮＰＯ法人 つばさ

当法人は｢思いやりにあふれた地域づくり

を一歩づつ｣という理念を掲げ、平成１７年８

月に設立されました。平成１６年８月と平成

１７年９月に群馬県より｢コミュニティビジ

ネス支援モデル事業｣に２年連続で選ばれま

した。

団体からの一言

現在は渋川市行幸田に拠点を移し、みんな

で力を合わせて頑張っています。

事務所：渋川市行幸田２４２-１-１０１号

電 話：０２７９-２６-７３７８

Eメール：npotsubasa2019@gmail.com

こんな本があります

『新装版いまあなたにできる、５０のこと』
社会貢献、はじめの一歩

WAVE出版

社会貢献やボランティアもはじめは小さな

一歩から。世界のためにまず何をすればいい

の？？がわかる！

あなたの一歩が世界を変える、おすすめの一冊

です。

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。

m i r u（みる）会

miru会はmeet＝人と人が出合い。idia＝
み る

アイデアや情報を持ち寄って。ring＝その輪

を広げながら。useful＝誰かの役に立つ。を

合言葉に人の為、自分の為に色々な事をしな

がら地域社会に貢献してmiru（みる）会です。

団体からの一言
夢なくして理想なし！１人より２人。２人

より３人。コロナ禍に負けず皆で夢を広げて
行きたいです。

事務所：渋川市渋川３９１２-２０
電 話：０９０-９３１４-６９４４
Eメール：kano-mikiko@ezweb.ne.jp

渋川おやこ劇場

｢ワクワク、ドキドキは生きるエネルギー!!

体験で心を育てる!!｣をミッションに、舞台鑑

賞等の芸術体験や野外での自然遊び体験を行

っています。遊び心いっぱいの体験を通じて、

子どもも大人も心豊かに育ちあうことを願っ

て活動しています。

団体からの一言

昨年は感染対策をして太鼓やソロキャンプ

を体験!コロナ禍でもできる体験を届けます。

事務所：渋川市阿久津１７４-１

電 話：０９０-１９９４-２３８２

支援センター登録団体数 ：60 団体

（内訳 NPO法人： 2３ 団体 ・ 市民活動団体： 3７ 団体 ）

ＮＰＯ法人 リバーサイドフライング倶楽部

当倶楽部は模型飛行機(通称ラジコン)の操

縦技術や製作技術、モラルやマナーを磨き親

睦を図ることを目的に平成２７年９月に設立

致しました。平均年齢６５歳、元気な飛行少

年達？２０数名が腕を磨いております。

団体からの一言
人生１００年時代 頭と手先を使って元気

に過ごしましょう
事務所：渋川市中郷１２７６-１
電 話：０８０-５８８８-６６１６
Eメール：kimuteru6616@gmail.com

活動団体情報 令和３年２月１日現在

市内NPO法人数 ： 39 団体

● 家でもできるボランティア情報 ●

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、

子育て・高齢者・障害者支援・環境・まちづく
り・社会教育などの分野や地域に貢献する活動
を行っています。
これらの団体が作成したパネルを展示してい

ますので、第二庁舎へお越しの際は、ぜひご覧
下さい。

展示期間
令和3年2月1日（月）～3月17日（水）
展示場所
市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン
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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

①字幕付神楽公演
日本語と英語の字幕付神楽公演です。

②③下南室太々御神楽公演

(例大祭奉納）
群馬県指定重要無形民俗文化

財、渋川市重要無形文化財の

舞です。舞は９座～１０座、

県指定の養蚕の舞は、手順や

仕草が織り込まれています。

①群馬県公社総合ビル

ホール（前橋市大渡町）

②赤城神社（北橘

町下南室）

③子持大山祇神社

（横堀）

① 3月 6日（土）

午後1時30分開演

② 4月 4日（日）

③ 4月 11日（日）

両日とも

午前１０時～

午後３時３０分

下南室太々御神楽保存会

TEL090-2520-0322
担当 諸田

小野池里山桜まつり
記念植樹

桜の見学と里山の散策。

小野池里山

（小野池あじさい

公園内）

４月３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 岸

人形劇『はれときどきぶた』
｢きょうのてんきははれ
ときどきぶたでしょう｣
“あしたの日記”があり
えない現実に。
奇想天外な人形劇！

金島ふれあいセンター ４月２９日（木・祝）

渋川おやこ劇場

TEL090-1994-2382

（午後３時すぎ）

担当 山口

ランタン祭 in おのがみ
ランタン作り点灯
ペットボトルに絵や字を
書き、ランタンを作り点
灯します。

小野上公民館

駐車場隣接の田んぼ

6月 19日（土）

午後3時～午後8時

生涯学習おのがみチーム

TEL027９-59-7027

担当 小野上公民館

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）

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
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(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
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○新規登録団体 NPO法人 リバーサイドフライング倶楽部
（連絡先 ０８０-５８８８-６６１６）

（主な分野） まちづくり・学術、文化、芸術、スポーツ・科学技術

『アナベルの手入れボランティア』募集！
中村三差路と吾妻新橋南での除草のお手伝いをしてくれる方を募集。

一緒にまちづくりしてみませんか？
ＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会 ： 岸 ０２７９-２０-１４００


