
内 容 場 所 日 時 申し込み・問い合わせ

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

の自然を楽しみます。

参加費無料。

現地集合、雨天決行。

参加者に早春に咲く「な

ばなの種」進呈。

小野池湖畔

（小野池あじさい

公園内）

１０月３０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 NPO事務局

子育て相談『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

※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

支援センター登録団体数 ：6１ 団体 （内訳 NPO法人： 2４ 団体 ・ 市民活動団体： 3７ 団体 ）

活動団体情報 令和３年６月１日現在 市内NPO法人数 ： 39 団体

○新規登録団体 特定非営利活動法人 くわの実（連絡先 ０２７９-２４-３１０６）

（主な分野）保健、医療、福祉・社会教育・まちづくり・子どもの健全育成

☆ 上毛新聞社『第４４回上毛社会賞』受賞 ☆ NPO法人 渋川広域ものづくり協議会

花を生かしたまちづくりや、子どもたちと一緒に花を育て、命の大切さをつたえるなど、花づくり

を通じた共生社会への活動に取り組んだ功績により表彰されました。

『ボランティア活動を黙々とやってきた。今まで以上にみんなで頑張りたい。』と代表（当時）の岸 邦

夫氏は話されています。

☆『緑化推進運動功労者 内閣総理大臣表彰』受賞☆ NPO法人 渋川広域ものづくり協議会

市の花であるアジサイを生かしたまちづくりや小野池あじさい公園里山を整備し、市民と共にサク

ラの植栽をする活動に取り組んだ功績により表彰されました。ゴーヤーとコンニャクを使ったゴーコ

ンジュースを児童と作るなどの『花育』の活動も高く評価されました。

『受賞は市に力を貸してもらったおかげ。官民協働で良いまちづくりをしていきたい。』と代表（当時）

の岸 邦夫氏は話されています。

※ 団体イベント情報は、しぶかわＮＰＯ・ボランティア支援センターのホームページ（セ

ンター利用登録団体情報）にて、随時掲載しています。

表紙の URL、二次元コードからアクセス可能です。

【 そばの花 行幸田 】

支援センターHP↓



子どもと本をつなぐ会“結”

たった一冊の本が人生を変えることもあり

ます！ひとりでも多くの子どもたちが「本と

ともだち」になれるよう、読み聞かせ・ブッ

クトーク・アニマシオン、学校図書館支援な

ど、子どもたちと本をつなぐ活動をしていま

す。

団体からの一言

本が好き、子どもが好きな方、一緒に活動

しませんか。

事務所：渋川市金井１１３９-１３

電 話：０２７９-２２-０９６４

こんな本があります

ＮＰＯ法人 regional childcare suppotこはく
リージョナル チャイルドケア サポート

子どもたちの学習支援をしていますが、塾

ではありません。ひとりひとりに必要なこと

は、学習に限らず支援しています。子どもに

何が必要か何をしてあげられるのか、保護者

とも話をしています。子どもたちの幸せをい

つも願っています。

団体からの一言

ＨＰ http://rcs-kohaku.jimdo.com/

事務所：渋川市北牧５０２-３

電 話：０９０-２４３６-９３７２

Eメール：taichinono.aba.8833@yahoo.co.jp

『６０分で分かる！ＳＤＧｓ』超入門
バウンド【著】

功能 聡子・佐藤 寛【監修】

「SDGｓってなに？ ビジネスにどんな影響が

あるの？」と思ったＳＤＧｓの基本を知りたい

方やＳＤＧｓに取り組む理由を知りたい方にお

すすめの一冊です。

企業が取り組むべき課題と目標がひと目で分

かるバリューチェーンマップ付き。

☆開館時間中どなたでも借りられます☆

●貸出・返却：1人２冊まで
●利用期間 ：１５日間

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？
ボランティアに興味のある方、ぜひご連絡くださ
い。

渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館友の会

市美術館の活動を支援するサポーターの会

です。会主催による彫刻やデッサンを学ぶ実

技講習会、美術のことを知るための美術講座、

美術館コンサートへの支援、美術館見学を主

とした美術鑑賞会などの事業を通して、会員

の親睦も深めています。

団体からの一言

皆さんも一緒に美術に関わる活動を通し
て、地域文化の輪、心の輪を広げてみません
か。

事務所：渋川市渋川１９０１-２４

電 話：０２７９-２５-３２１５

ＮＰＯ法人 渋川いきいき健康スポーツクラブ

幼児から中高年まで誰でも気軽に参加でき

る総合型地域スポーツクラブです。「子供スポ

ーツ教室」、「中高年健康づくり教室」、「スケ

ート教室」、「サッカー教室」、「冒険遊び教室」

を実施して、楽しく健康づくり仲間づくりを

しています。

団体からの一言
今年度は子供の居場所づくり「スポーツと

遊びの体験広場」を開設しました。
事務所：渋川市渋川１８１６－４１
電 話：０２７９-２４-０１２０
Eメール：komatsu@poplar.ocn.ne.jp

● ちょこっと、ボランティア情報 ●

支援センター利用登録団体

◎ 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。
コロナ禍により、いろいろな活動を制限

せざるを得ない状況のなか、各団体が医療
従事者の方へのメッセージや、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内容や様子を写真や
イラストを交えて紹介しました。

期間：令和３年２月１日（月）～３月１７日（水）
場所：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 １７ 団体

市民活動団体 ２６ 団体 計 ４３ 団体

『アナベルの手入れボランティア』募集！
中村三差路南の除草のお手伝いをしてくれる

方を募集。１時間程度の作業です。

●７月１０日(土)・８月７日(土)・９月１１日(土)、

午前７時３０分～

●１０月９日（土）午前８時～

youtybe にてボランティアの様子が

見られます（右 二次元コード参照）。

ＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会

NPO事務局 ０２７９-２０-１４００

『おもてなし活動』会員募集！
小野池あじさい公園で、６月上旬～７月中旬

(土・日)の午前中に、おもてなし活動をします。
詳しくはお問い合わせ下さい。

渋川フラワーガイドの会
岸 ０９０-３１４７-４７４７

支援センター 運営協議会
役員改選について

６月１１日(金)運営協議会臨時会にて、役
員改選を行いました。
運営協議会は、センターが行う各種の事業

等を円滑に実施するため、利用登録団体間の
連携や、より一層の発展を図っています。

【会長】 NPO法人渋川広域ものづくり協議会
相談役 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

【幹事】生涯学習おのがみチーム
会計 長谷川 喜美子 氏

【幹事】北橘地区竹の里づくり協議会
役員 須田 幸子 氏

『食材などの寄付』をお願い致します。

ご自宅で余っている食料品や生活必需品があ

れば、献品ください。賞味期限の過ぎていない常

温で保存できるものをお引き取りします。

ボランティア団体 信愛えんがわカフェ

代表 ひじ ０９０-７０９９-０５５６
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花を生かしたまちづくりや、子どもたちと一緒に花を育て、命の大切さをつたえるなど、花づくり

を通じた共生社会への活動に取り組んだ功績により表彰されました。

『ボランティア活動を黙々とやってきた。今まで以上にみんなで頑張りたい。』と代表（当時）の岸 邦

夫氏は話されています。

☆『緑化推進運動功労者 内閣総理大臣表彰』受賞☆ NPO法人 渋川広域ものづくり協議会

市の花であるアジサイを生かしたまちづくりや小野池あじさい公園里山を整備し、市民と共にサク

ラの植栽をする活動に取り組んだ功績により表彰されました。ゴーヤーとコンニャクを使ったゴーコ

ンジュースを児童と作るなどの『花育』の活動も高く評価されました。

『受賞は市に力を貸してもらったおかげ。官民協働で良いまちづくりをしていきたい。』と代表（当時）

の岸 邦夫氏は話されています。

※ 団体イベント情報は、しぶかわＮＰＯ・ボランティア支援センターのホームページ（セ

ンター利用登録団体情報）にて、随時掲載しています。

表紙の URL、二次元コードからアクセス可能です。

【 そばの花 行幸田 】
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