
◎新規登録団体 大同特殊鋼無線赤十字奉仕団 （連絡先 ０２７９－５６－５４９０）
（主な分野）災害救援

内 容 場 所 日 時 申し込み・問い合わせ

体験子供スポーツ教室
マット、とび箱、鉄棒、ボール遊び

など楽しく活動します。参加費無

料。

渋川いきいき健康ス

ポーツクラブハウス

トレーニングジム
（渋川市渋川［辰巳

町］1816－41）

３月７日（月）・

１４日（月）・２８日（月）

各日午後６時～７時

NPO法人渋川いきいき

健康スポーツクラブ

担当：小松 秀司

TEL090-4924-8043

第８回小野池桜まつり
植栽体験やクイズに答えながら散

策します。現地集合、参加費無料。

小野池あじさい公

園里山

４月２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

筋肉戦隊マッスルレンジャー
元トップアスリートによるパイプ

椅子でのアクロバットや巨大跳び

箱など圧倒的な技が観られる新感

覚アクロバティックエンターテイ

メントショーです。

渋川中学校体育館

４月２日（土）

（開場）午後２時

（開演）午後2時３０分
※観覧希望の方は、

担当まで御連絡くだ

さい。

渋川おやこ劇場

TEL090-1994-2382

担当：山口

※午後3時以降に電話く

ださい。

NPO法人シーヤクラブ

20周年記念落語会
～一緒に笑って楽しいひとときを～
落語 三遊亭ぐんま、林家つる子

紙切り 林家楽一

入場無料（整理券配布）

金島ふれあいセンター

4月２４日（日）

午後１時～3時

（開場）午後0 時３０分

NPO法人シーヤクラブ

（しぶかわファミリーサ

ポートセンター内）

TEL0279-22-5200

第１９回みやだほたる祭り
ホタル観賞会、資料展示紹介コーナ

ー、尾瀬高校自然環境科紹介コーナ

ー、無料バザーや協賛企業のブース

があります。

宮田ほたる生息地
6月 18日（土）

午後7時～10時

宮田ほたるの里を守る会

TEL0279-56-8780

事務局・担当：星野 信好

子育て相談『オアシス』
ベテランの臨床心理士や元スクー

ルカウンセラーの先生方に、無料で

相談できる場所です。気楽にお話し

てみませんか？

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感染症の影響により、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 地 〒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 ：５７ （内訳 NPO法人： 2２ 団体 ・ 市民活動団体： 3５ 団体 ）

市内NPO法人数 ：３８ 団体 活動団体情報 令和４年２月１日現在

☆『令和３年度群馬県社会福祉大会 知事表彰（福祉ボランティア顕彰）』受賞☆
懐メロ合唱団 山の彼方に（代表：片桐 賢一 氏）
群馬県では、多年にわたり社会福祉の増進に尽力した功績が顕著であった団体を表彰しており、令

和３年度は当支援センターの利用登録団体である「懐メロ合唱団 山の彼方に」が受賞されました。

『１０００回の公演を目標に活動してきました。コロナのため実績８６０回で足踏み状態となって

しまっていたところ、２２年間の活動を評価していただき感謝しております。観客が喜んでくれるこ

とを励みに、１０００回公演に向け今後も頑張ります。』と代表の片桐さんはおっしゃっています。

【 桜 北橘町 】

支援センターHP↓

※ 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

ページにて、随時掲載しています。



渋川ピコ・アイランダース

aloha♪私たちは、結成２４年のハワイア

ン音楽とフラを愛してやまない仲間です。福

祉施設の慰問や各種のお祭りイベント等に

フラダンサーとコラボして活動しておりま

す。ハワイアンバンド ウクレレクラブです。

団体からの一言

初心者歓迎ですので参加してみませんか？

Mahalo！

団体ブログ（右二次元コード参照）

電 話：０２７９-２２－２２１０

(しぶかわNPO・ボランティア支援センタ－）

ＮＰＯ法人 カラフル

障がい者を支援する障害福祉サービスを

行っています。２０１６年から活動を開始

し、障がい者の｢働く｣を支援する就労支援事

業や｢暮らす｣を支援するグループホーム事

業を行っています。色々な個性が集まったカ

ラフルな団体です。

団体からの一言

関わる人、皆が平穏に笑って暮らせるように！

皆さまのご理解とご協力に感謝いたします。

事務所：渋川市北橘町下箱田６２６－２８

電 話：０２７－２８９－８５４７

Eメール：info@npo-colorfu l .com

団 体 の 活 動 紹 介 団 体 の 活 動 紹 介● ちょこっと、ボランティア情報 ●

《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。

ＮＰＯ法人 あおいやね

『就労継続支援A型事業所 群馬エレック

ス』障害を持った方が雇用契約を結び支援を

受けながら働くことができるサービスです。

主に電気部品の組み立て・配線を行っていま

す。雇用契約を結ばない支援もあります。

団体からの一言

重度・軽度にかかわらず、一人一人に合った

作業を見つけ、一つの製品を作り上げます。

事務所：渋川市北橘町上南室４５０－６
電 話：０２７９－５２－４１８３
Eメール：aoiyane2012@ark.ocn.ne.jp

中毛地区明るい社会づくり運動協議会 渋川ブロック

明るい社会づくり運動では、地域に合った

さまざまな活動をきっかけに地域に貢献し

たいという願いを持って、清掃奉仕に取り組

んでまいりました。声をかけ合って楽しく活

動し、お互いの近況を報告し合っている場と

なっています。

団体からの一言

毎月（１２・１・２月を除く）第三日曜日に

渋川医療センターにて、清掃活動を午前８時

から行っています。

事務所：北橘町八崎２１４６－４

電 話：０２７９－２４－７８７５

◎支援センターセミナー開催報告

『 ＳＤＧｓについて 』
エスディージーズ

令和３年１１月１５日（月）、市役所本庁舎大会
議室で当支援センター利用登録団体を対象に標記

セミナーを開催しました。
県知事戦略部 戦略企画課の志茂淳之介さんを

講師に招き、ＳＤＧｓの１７の目標、地球上で起

こっている様々な問題、今日からできるＳＤＧｓ
などについて講演を受けました。

『アニマルセラピー』ボランティア募集！
各種施設の慰問等のイベント時、お手伝いをして

くださる動物好きの方をお持ちしています。

イベント日時や場所は、ホームページにて、随時

掲載致しますので、興味のある方はぜひご連絡くだ

さい。

群馬動物愛護推進協会 アイリス

URL: https://www.gunma-animal-vt.com/iris/

電話：０２７９－２６－７２９３

（Dog village クローバー内 担当：富沢）

◎支援センターパネル展示の開催・
YouTube 配信のお知らせ

当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

しています。
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、第二庁舎で写
真やイラストの展示をしています。今年度から
YouTube（渋川市公式チャンネル）にて期間限

定で配信していますので、ぜひご覧ください。

展示・YouTube配信期間
令和４年２月１日（火）～３月９日（水）

展示場所
市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン
パネル展示のYouTube

右の二次元コードから視聴できます。

※YouTube はGoogle LLCの登録商標です。

『おもてなし』ボランティア募集！
あじさいまつりの期間中の土・日曜日（午前９時

～正午）にあじさいまつりの来園者に対するおもて

なしのお手伝いをしてくださる方を募集していま

す。興味のある方はぜひご連絡ください。

渋川フラワーガイドの会

電話：０２７９－２２－２２１０

（しぶかわＮＰＯ・ボランティア支援センター）

『宮田ほたる』ボランティア会員随時募集！
企業・学識経験者・個人会員１、２人でもＯＫ

ホタルの棲める環境づくりや水路整備、各種イベ

ントの参加（ほたる祭り、水中生物体験学習、小・

中・高校、地域・環境学習の実施）やホタル研修会

などお手伝いしてくれるボランティア会員を随時

募集しています。興味のある方はぜひご連絡ください。

宮田ほたるの里を守る会（担当：星野信好）

電話：０２７９－５６－８７８０

携帯：０９０－４９５０－７６５１

『花の手入れ』ボランティア募集！
花の駅（ＪＲ渋川駅前広場）の花の手入れ作業で

す。３月２日（水）・３月１６日（水）いずれも午

前８時３０分から。YouTube(右下 二次元コード

参照)にてボランティアの様子がみられます。興味

のある方はぜひご連絡ください。

ＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会

花担当：岸 090-3147-4747

※YouTubeは Google LLCの登録商標です。

◎支援センター地域づくり勉強会開催報告

『 クミ化成株式会社関東工場訪問 』
令和３年１１月５日（金）、当支援センター利用
登録団体を対象に地域づくり勉強会としてクミ化

成株式会社関東工場を訪問しました。
工場内の見学だけでなく、クミ化成株式会社関

東工場の社会貢献活動についてお話をうかがい、

意見交換を行いました。



渋川ピコ・アイランダース

aloha♪私たちは、結成２４年のハワイア

ン音楽とフラを愛してやまない仲間です。福

祉施設の慰問や各種のお祭りイベント等に

フラダンサーとコラボして活動しておりま

す。ハワイアンバンド ウクレレクラブです。

団体からの一言

初心者歓迎ですので参加してみませんか？

Mahalo！

団体ブログ（右二次元コード参照）

電 話：０２７９-２２－２２１０

(しぶかわNPO・ボランティア支援センタ－）

ＮＰＯ法人 カラフル

障がい者を支援する障害福祉サービスを

行っています。２０１６年から活動を開始

し、障がい者の｢働く｣を支援する就労支援事

業や｢暮らす｣を支援するグループホーム事

業を行っています。色々な個性が集まったカ

ラフルな団体です。

団体からの一言

関わる人、皆が平穏に笑って暮らせるように！

皆さまのご理解とご協力に感謝いたします。

事務所：渋川市北橘町下箱田６２６－２８

電 話：０２７－２８９－８５４７

Eメール：info@npo-colorfu l .com

団 体 の 活 動 紹 介 団 体 の 活 動 紹 介● ちょこっと、ボランティア情報 ●

《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。

ＮＰＯ法人 あおいやね

『就労継続支援A型事業所 群馬エレック

ス』障害を持った方が雇用契約を結び支援を

受けながら働くことができるサービスです。

主に電気部品の組み立て・配線を行っていま

す。雇用契約を結ばない支援もあります。

団体からの一言

重度・軽度にかかわらず、一人一人に合った

作業を見つけ、一つの製品を作り上げます。

事務所：渋川市北橘町上南室４５０－６
電 話：０２７９－５２－４１８３
Eメール：aoiyane2012@ark.ocn.ne.jp

中毛地区明るい社会づくり運動協議会 渋川ブロック

明るい社会づくり運動では、地域に合った

さまざまな活動をきっかけに地域に貢献し

たいという願いを持って、清掃奉仕に取り組

んでまいりました。声をかけ合って楽しく活

動し、お互いの近況を報告し合っている場と

なっています。

団体からの一言

毎月（１２・１・２月を除く）第三日曜日に

渋川医療センターにて、清掃活動を午前８時

から行っています。

事務所：北橘町八崎２１４６－４

電 話：０２７９－２４－７８７５

◎支援センターセミナー開催報告

『 ＳＤＧｓについて 』
エスディージーズ

令和３年１１月１５日（月）、市役所本庁舎大会
議室で当支援センター利用登録団体を対象に標記

セミナーを開催しました。
県知事戦略部 戦略企画課の志茂淳之介さんを

講師に招き、ＳＤＧｓの１７の目標、地球上で起

こっている様々な問題、今日からできるＳＤＧｓ
などについて講演を受けました。

『アニマルセラピー』ボランティア募集！
各種施設の慰問等のイベント時、お手伝いをして

くださる動物好きの方をお持ちしています。

イベント日時や場所は、ホームページにて、随時

掲載致しますので、興味のある方はぜひご連絡くだ

さい。

群馬動物愛護推進協会 アイリス

URL: https://www.gunma-animal-vt.com/iris/

電話：０２７９－２６－７２９３

（Dog village クローバー内 担当：富沢）

◎支援センターパネル展示の開催・
YouTube 配信のお知らせ

当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

しています。
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、第二庁舎で写
真やイラストの展示をしています。今年度から
YouTube（渋川市公式チャンネル）にて期間限

定で配信していますので、ぜひご覧ください。

展示・YouTube配信期間
令和４年２月１日（火）～３月９日（水）

展示場所
市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン
パネル展示のYouTube

右の二次元コードから視聴できます。

※YouTube はGoogle LLCの登録商標です。

『おもてなし』ボランティア募集！
あじさいまつりの期間中の土・日曜日（午前９時

～正午）にあじさいまつりの来園者に対するおもて

なしのお手伝いをしてくださる方を募集していま

す。興味のある方はぜひご連絡ください。

渋川フラワーガイドの会

電話：０２７９－２２－２２１０

（しぶかわＮＰＯ・ボランティア支援センター）

『宮田ほたる』ボランティア会員随時募集！
企業・学識経験者・個人会員１、２人でもＯＫ

ホタルの棲める環境づくりや水路整備、各種イベ

ントの参加（ほたる祭り、水中生物体験学習、小・

中・高校、地域・環境学習の実施）やホタル研修会

などお手伝いしてくれるボランティア会員を随時

募集しています。興味のある方はぜひご連絡ください。

宮田ほたるの里を守る会（担当：星野信好）

電話：０２７９－５６－８７８０

携帯：０９０－４９５０－７６５１

『花の手入れ』ボランティア募集！
花の駅（ＪＲ渋川駅前広場）の花の手入れ作業で

す。３月２日（水）・３月１６日（水）いずれも午

前８時３０分から。YouTube(右下 二次元コード

参照)にてボランティアの様子がみられます。興味

のある方はぜひご連絡ください。

ＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会

花担当：岸 090-3147-4747

※YouTubeは Google LLCの登録商標です。

◎支援センター地域づくり勉強会開催報告

『 クミ化成株式会社関東工場訪問 』
令和３年１１月５日（金）、当支援センター利用
登録団体を対象に地域づくり勉強会としてクミ化

成株式会社関東工場を訪問しました。
工場内の見学だけでなく、クミ化成株式会社関

東工場の社会貢献活動についてお話をうかがい、

意見交換を行いました。



◎新規登録団体 大同特殊鋼無線赤十字奉仕団 （連絡先 ０２７９－５６－５４９０）
（主な分野）災害救援

内 容 場 所 日 時 申し込み・問い合わせ

体験子供スポーツ教室
マット、とび箱、鉄棒、ボール遊び

など楽しく活動します。参加費無

料。

渋川いきいき健康ス

ポーツクラブハウス

トレーニングジム
（渋川市渋川［辰巳

町］1816－41）

３月７日（月）・

１４日（月）・２８日（月）

各日午後６時～７時

NPO法人渋川いきいき

健康スポーツクラブ

担当：小松 秀司

TEL090-4924-8043

第８回小野池桜まつり
植栽体験やクイズに答えながら散

策します。現地集合、参加費無料。

小野池あじさい公

園里山

４月２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

筋肉戦隊マッスルレンジャー
元トップアスリートによるパイプ

椅子でのアクロバットや巨大跳び

箱など圧倒的な技が観られる新感

覚アクロバティックエンターテイ

メントショーです。

渋川中学校体育館

４月２日（土）

（開場）午後２時

（開演）午後2時３０分
※観覧希望の方は、

担当まで御連絡くだ

さい。

渋川おやこ劇場

TEL090-1994-2382

担当：山口

※午後3時以降に電話く

ださい。

NPO法人シーヤクラブ

20周年記念落語会
～一緒に笑って楽しいひとときを～
落語 三遊亭ぐんま、林家つる子

紙切り 林家楽一

入場無料（整理券配布）

金島ふれあいセンター

4月２４日（日）

午後１時～3時

（開場）午後0 時３０分

NPO法人シーヤクラブ

（しぶかわファミリーサ

ポートセンター内）

TEL0279-22-5200

第１９回みやだほたる祭り
ホタル観賞会、資料展示紹介コーナ

ー、尾瀬高校自然環境科紹介コーナ

ー、無料バザーや協賛企業のブース

があります。

宮田ほたる生息地
6月 18日（土）

午後7時～10時

宮田ほたるの里を守る会

TEL0279-56-8780

事務局・担当：星野 信好

子育て相談『オアシス』
ベテランの臨床心理士や元スクー

ルカウンセラーの先生方に、無料で

相談できる場所です。気楽にお話し

てみませんか？

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感染症の影響により、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 地 〒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 ：５７ （内訳 NPO法人： 2２ 団体 ・ 市民活動団体： 3５ 団体 ）

市内NPO法人数 ：３８ 団体 活動団体情報 令和４年２月１日現在

☆『令和３年度群馬県社会福祉大会 知事表彰（福祉ボランティア顕彰）』受賞☆
懐メロ合唱団 山の彼方に（代表：片桐 賢一 氏）
群馬県では、多年にわたり社会福祉の増進に尽力した功績が顕著であった団体を表彰しており、令

和３年度は当支援センターの利用登録団体である「懐メロ合唱団 山の彼方に」が受賞されました。

『１０００回の公演を目標に活動してきました。コロナのため実績８６０回で足踏み状態となって

しまっていたところ、２２年間の活動を評価していただき感謝しております。観客が喜んでくれるこ

とを励みに、１０００回公演に向け今後も頑張ります。』と代表の片桐さんはおっしゃっています。

【 桜 北橘町 】

支援センターHP↓

※ 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

ページにて、随時掲載しています。


