
内 容 日 時 場 所 申込み・問合せ

①ヤマアソビKIDSCLUB
｢自然の中でめいっぱい遊ぶ｣をテ

ーマに未就学児～小学生を対象に

行っているアウトドア活動です。

②昼あそび会
子どもたちみんなで一緒にお昼ご

はんを作ったり、ボードゲームや工

作をしてあそぶ会です。

①毎月第４日曜日

午前１０時～午後３時

②毎月第２日曜日

午前９時～午後４時

※①②共に、事前予

約必須、参加費無料

①川と森野営地
（イベントによって

変わりますのでお問

合せください。）

②北橘公民館

ヤマアソビKIDSCLUB

TEL 080-5087-4544

担当：青木 佑太

秘密の基地を作って遊ぼう！
小学高学年児童を中心にしたグル

ープを作り、広場や森の中に秘密の

基地を作って遊びます。参加無料。

７月１７日（日）

８月２１日（日）

午前１０時～午後3時

コマツスポーツクラブ

運動広場

渋川市石原１８７２

NPO法人渋川いきいき

健康スポーツクラブ

TEL 0９0-４９２４-８０４３

担当：小松 秀司

渋川オリジナルミュージカル

参加者募集
子どもから高齢者までを対象に劇

団｢もんもちプロジェクト｣協力の

もとプロの演出家が指導して舞台

公演を目指します。

８月６日（土）

午前１０時～練習開始

※事前申込みが必要です。

赤城公民館

渋川子ども若者未来創造

プロジェクト

Eメール

shibumyu@gmail.com

担当：事務局 飯塚

ほん気で遊ぼう！

夏休み子ども図書館まつり
読み聞かせ、クイズ、工作ほか

小学生対象。参加費無料。

８月７日（日）

午後１時３０分～３時

渋川市立図書館

２階視聴覚室

【主催】渋川市立図書館

【協力】子どもと本をつ

なぐ会“結”

TEL 0279-22-0644

（渋川市立図書館）

浴衣deバスケ in伊香保温泉

～創立５５周年記念事業～
３×３バスケ大会、小学生バスケ教

室、石段スタンプラリーを開催しま

す。参加費無料。

８月２０日（土）

午前９時３０分～

午後３時３０分

伊香保温泉石段街

だんだん広場

（一社）渋川青年会議所

TEL 0279-26-7214

担当：狩野

いちご会コーラス

４５周年記念演奏会
コーラスの発表をします。

コロナの状況により、人数制限があ

るかもしれません。入場料無料。

９月18日（日）

（開演）

午後２時～４時３０分

渋川市民会館

（大ホール）

いちご会コーラス

TEL 0279-22-1338

担当：鈴木 喜代

小野池里山秋まつり
クイズに答えながらの散策。

記念植樹体験。

参加費無料。現地集合。

１０月２９日（土）

午前10時～正午

小野池里山

（渋川市渋川（上郷））

NPO法人渋川広域もの

づくり協議会

TEL 0279-20-1400

※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

【 小野上 棚田 】

◎ NPO 法人・市民活動団体のイベント情報 ◎

※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。

支援センターHP↓



大同特殊鋼無線赤十字奉仕団

無線赤十字奉仕団は有事の際に無線を利

用して、地域防災に約７０人の仲間が活動し

ています。渋川市役所をキーステーションに

市内各地域、避難所等からの情報連絡を行い

ます。３.１１の震災発生時は赤十字飛行隊と

共に災害情報収集を行いました。

団体からの一言

アマ無線免許をお持ちの方で、災害時無線に

よる地域防災ボラできる方を募集しています。

事務所：渋川市赤城町溝呂木３０７－１

電 話：０２７９-５６－５４９０

Eメール：j j 1 c z u @ j a r l . c o m

ＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会

国道１７号中村及び東町の中央分離帯に

植栽したアナベルの手入れや渋川駅前花壇

の手入れ、小野池里山の整備などを中心に活

動。小野池里山で桜まつりや秋まつりを開

催。ゴーヤを活用したグリーンカーテンの普

及を行政と協働で実施。

団体からの一言

活動の様子をYouTube（右参

照）で確認できます。興味のある

方はぜひご連絡ください。

事務所：渋川市北橘町八崎６２９－５

電 話：０２７９－２０－１４００

◎新規登録団体
ヤマアソビKIDSCLUB
（主な分野）子どもの健全育成

（連絡先 080-5087-4544）

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 ●

『令和３年度 家庭教育支援チームの活動

推進に係る 文部科学大臣賞』受賞
ＮＰＯ法人 ビーイング（代表：片岡 美幸 氏）

渋川市内でも活躍されている当支援センター登録

団体のNPO法人ビーイング（安中市）が、コミュニ

ティーハウスの運営や家庭訪問、自立支援を手掛け、

市外にも活動を広げている点が評価され表彰されま

した。

｢大変名誉な賞をいただき身に余る光栄と共に身の引

き締まる思いです。｣と代表の片岡さんはおっしゃっ

ています。

ＮＰＯ法人 ぽれぽれ

障害者を抱える家族が彼らの自立と社会

性を身につけてほしいと発足して２２年が

経ちました。毎日の生活リズムを築き、働く

ことに生きがいを得て、工賃を手に喜びを感

じながら社会へ船出（一般就労）することを

目的としています。通所型の作業施設です。

団体からの一言

手作りうどんが大評判です。心の病を抱えて

いる方、是非参加しませんか。
事務所：渋川市金井１８４１－１
電 話：０２７９－２２－４６４９
Eメール：asunaro@axel.ocn.ne.jｐ

ヤマアソビＫＩＤＳＣＬＵＢ

月に１回｢自然の中でめいっぱい遊ぶ｣を

テーマに、山、森、川、畑などで｢普段の生

活にはない体験｣を重ね、子どもたちに豊か

なこころとからだを育んでもらおうという

クラブ活動です。他に｢昼あそび会｣という子

どもの居場所もしています。

団体からの一言

｢百見は一体験に如かず｣子どもたちには

色々な体験をしてもらいたいなと思ってい

ます。

事務所：渋川市北橘町八崎１２７０

電 話：０８０－５０８７－４５４４

Eメール：naturyutaaoki3000@gmail.com

『アナベルの手入れ』ボランティア募集！
国道１７号中村及び東町の中央分離帯に植栽した

アナベル（白いアジサイ）の手入れ作業です。（主に

除草を行います）

●中村：7月 9日(土)・8月6日(土)・9月10日(土)

午前7時 30分～8時30分、10月8日(土)午

前８時～９時

●東町：7月 23日(土)・8月 20日(土)・9月 24

日(土)午前7時30分～8時30分、10月 22日

(土)午前 8時～9時

※駐車場については、中村のデンカ様、東町は渋川

ガス様の駐車場を利用します。

ＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会

電話：0279-20-1400/ブログ（右参照）

携帯：090-1030-5037（担当：篠田）

◎支援センターパネル展示の開催・
YouTube 配信報告

当支援センターに利
用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２月１
日から３月９日まで
市役所第二庁舎あじさいサロンにて展示しま
した。
また、YouTube（渋川市公式チャンネル）

にも期間限定配信しました。
【展示参加団体】
ＮＰＯ法人 １５団体
市民活動団体 ２７団体 計 ４２団体

①『ヤマアソビKIDSCLUB』ボランティア募集！
未就学児～小学生を対象に行っているアウトドア活

動で、自然の中でめいっぱい一緒に遊んでくれる方。

●毎月第４日曜日、午前１０時～午後３時（場所は

イベントにより変わりますのでお問合せください。）

②『昼あそび会』ボランティア募集！

子どもたちとお昼ごはんを作ったり、ボードゲーム

や工作を一緒にしてくれる方。

●毎月第２日曜日、午前９時～午後４時（北橘公民館）

ヤマアソビＫＩＤＳＣＬＵＢ

電話：080-5087-4544（担当：青木）

◎センター登録団体利用設備◎
『ラミネーター設置』のお知らせ

当支援センターの利
用登録団体が使用でき
る設備として、令和４
年４月から、新たにラ
ミネーターを設置いた
しました。
ラミネーターの機種をご確認のうえ、ラミネ

ートフィルム、印刷物を各団体で御持参くださ
い。詳しくは、当支援センターにお問合せいた
だくか、ホームページをご覧ください。

※YouTubeはGoogle LLCの登録商標です。

●当支援センターの活用について●

当支援センターでは、ボランティア団体を設

立したい方やボランティアに参加したい方の

相談も受け付けています。どんなボランティア

活動があるのか、自分に合ったボランティア活

動を探してみませんか？

また、当支援センターの利用登録団体となっ

たボランティア団体は、イベント案内のチラシ

等を当支援センターに設置できます（※申請す

れば当支援センターのホームページにも掲載

できます）。ボランティア活動に役立つ図書や

助成金情報チラシもありますので、ぜひご利用

ください。

当支援センター利用登録団体数 ：５８

（内訳 NPO法人：2２・市民活動団体：3６）

市内NPO法人数：３９

※令和４年６月１日現在
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行っているアウトドア活動です。

②昼あそび会
子どもたちみんなで一緒にお昼ご

はんを作ったり、ボードゲームや工

作をしてあそぶ会です。

①毎月第４日曜日

午前１０時～午後３時

②毎月第２日曜日

午前９時～午後４時

※①②共に、事前予

約必須、参加費無料

①川と森野営地
（イベントによって

変わりますのでお問

合せください。）

②北橘公民館

ヤマアソビKIDSCLUB

TEL 080-5087-4544

担当：青木 佑太

秘密の基地を作って遊ぼう！
小学高学年児童を中心にしたグル

ープを作り、広場や森の中に秘密の

基地を作って遊びます。参加無料。

７月１７日（日）

８月２１日（日）

午前１０時～午後3時

コマツスポーツクラブ

運動広場

渋川市石原１８７２

NPO法人渋川いきいき

健康スポーツクラブ

TEL 0９0-４９２４-８０４３

担当：小松 秀司

渋川オリジナルミュージカル

参加者募集
子どもから高齢者までを対象に劇

団｢もんもちプロジェクト｣協力の

もとプロの演出家が指導して舞台

公演を目指します。

８月６日（土）

午前１０時～練習開始

※事前申込みが必要です。

赤城公民館

渋川子ども若者未来創造

プロジェクト

Eメール

shibumyu@gmail.com

担当：事務局 飯塚

ほん気で遊ぼう！

夏休み子ども図書館まつり
読み聞かせ、クイズ、工作ほか

小学生対象。参加費無料。

８月７日（日）

午後１時３０分～３時

渋川市立図書館

２階視聴覚室

【主催】渋川市立図書館

【協力】子どもと本をつ

なぐ会“結”

TEL 0279-22-0644

（渋川市立図書館）

浴衣deバスケ in伊香保温泉

～創立５５周年記念事業～
３×３バスケ大会、小学生バスケ教

室、石段スタンプラリーを開催しま

す。参加費無料。

８月２０日（土）

午前９時３０分～

午後３時３０分

伊香保温泉石段街

だんだん広場

（一社）渋川青年会議所

TEL 0279-26-7214

担当：狩野

いちご会コーラス

４５周年記念演奏会
コーラスの発表をします。

コロナの状況により、人数制限があ

るかもしれません。入場料無料。

９月18日（日）

（開演）

午後２時～４時３０分

渋川市民会館

（大ホール）

いちご会コーラス

TEL 0279-22-1338

担当：鈴木 喜代

小野池里山秋まつり
クイズに答えながらの散策。

記念植樹体験。

参加費無料。現地集合。

１０月２９日（土）

午前10時～正午

小野池里山

（渋川市渋川（上郷））

NPO法人渋川広域もの

づくり協議会

TEL 0279-20-1400

※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

【 小野上 棚田 】

◎ NPO 法人・市民活動団体のイベント情報 ◎

※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。

支援センターHP↓


