
◎新規登録団体 特定非営利活動法人 地域価値プラス
（主な分野）保健・医療・福祉、まちづくり、観光、農山漁村または中山間地域復興、学術・文化芸

術・スポーツ、環境保全、災害救援、地域安全、情報化社会の発展、経済活動の活性化、

職業能力開発・雇用促進、各活動団体への助言、援助等

（連絡先）０２７９－７２－４６５７

◎新規登録団体 映画｢夢見る小学校｣上映会実行委員会
（主な分野）社会教育、子どもの健全育成

（連絡先）０５０－３１４５－１８００

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ともに、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

子育て相談室『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？

毎月第１・３金曜日

午前１０時～正午
中央公民館

渋川市家庭教育

カウンセリング協会

TEL 0９0-６１４２-４０２５

担当：竹田

映画｢夢みる小学校｣上映会

inＳＨＩＢＵＫＡＷＡ
｢たった１つでもいいからこんな学

校が渋川にもほしい｣｢すべての子

どもたちに笑顔で学校に通ってほ

しい｣そんな思いを込めて映画の無

料上映会を行います。お子様をもつ

親御さんのみならず教育関係者、行

政関係者、地域の方々、みなさんに

見ていただきたい映画です。無料託

児（要予約）やワークショップもあ

りますので、皆さまお誘い合わせの

上ご来場ください。

①１１月１３日（日）

・午前の部（上映会）

午前１０時～正午

・午後の部

（上映会＋感想交流会）

午後１時～午後４時

②令和５年２月１８日（土）

・午前の部（上映会）

午前１０時～正午

・午後の部

（出演者によるトークショー）

午後１時～午後３時

①②ともに

金島ふれあいセンター

映画｢夢みる小学校｣上映

会実行委員会

※金島ふれあいセンター

窓口にて開催１ヶ月前よ

り受け付けます。

TEL 0５0-３１４５-１８００

担当：今井

※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

【 赤城町 ススキ 】

◎ 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↓



あじさいウクレレサークル

ウクレレを弾いたり、歌をうたって楽しん

でいるサークルです。活動は主に福祉施設や

いきいきサロンでの演奏です。新型コロナ発

生前は年間３０回ほど訪問していました。会

員は１５名です。豊秋公民館で感染対策をし

て練習しています。

団体からの一言

初心者を指導するコーナーもあります。お気

軽に声をかけてください。

事務所：渋川市渋川１９８－７

電 話：０２７９-２４－６０７８

ＮＰＯ法人 地域価値プラス

地域価値プラスは、地域に埋もれた価値を

月２回のペースで会員が持ち寄ったテーマ

を元に研究調査し発表を行います。今回は、

戦国関東三国志や伊香保温泉開湯の秘話、伊

香保石段砦と温泉文化の研究調査をした結

果を展示会にて発表します。

団体からの一言

地域に埋もれた様々な価値を一緒に研究

調査しませんか。

事務所：渋川市伊香保町湯中子４６５番地７

電 話：０２７９－７２－４６５７

Eメール：hiroki0506seki@gmail.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 ●

ＮＰＯ法人 サポートハウスなずな

私達は『障害者が地域であたり前の生活が

できるように支援をおこなう』をモットーと

して、就労継続支援Ｂ型事業や共同生活援助

事業のサービスを提供しています。

場所はＪＲ金島駅から徒歩１０分のとこ

ろにあります。

団体からの一言

みんなで一緒に頑張っています。興味があれ

ばぜひ見にきてください。

事務所：渋川市川島１１２２

電 話：０２７９－２６－３００６

Eメール：s-h.nazuna@trad.ocn.ne.jp

『花の駅・ＪＲ渋川駅前花の手入れ』ボラン
ティア募集！
ＪＲ渋川駅前の花の手入れのお手伝いをしてくれ

る方を募集しています。

・令和４年１１月9日（水）、１２月７日（水）

・令和５年１月１１日（水）、２月１５日（水）

各日とも午前８時３０分から１時間程度。

活動の様子をYouTube（右参照）で確認

できます。

ＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会

電話：０２７９－２０－１４００（事務局）

０２７９－２５－１２３４（花担当：岸）

ふるさと勢多郡・友の会

私たちは、赤城町で道路の塵拾い、地元の

方から依頼を受けた雑木の伐採などを行い、

地域の環境整備のお手伝いをしています。ま

た、子供達の交通安全意識向上の為、交通安

全フェアーを開催していますが、コロナによ

り３年間は中止しています。

団体からの一言

様々な相談を承っています。また、会員も募

集しています。

事務所：渋川市赤城町樽６９３

電 話：０９０－３３４１－９８１２

Eメール：denki-kanri3110@star.bbexcite.jp

支援センター利用登録団体
◎パネル展開催のお知らせ

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
活動団体の活動を報告
します。
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、是非御覧ください。
【展示期間】
令和５年２月１日（水）～２月１５日（水）
【展示場所】
市役所第二庁舎 ２階 あじさいサロン

◎地域づくり勉強会開催報告

当支援センターでは、利用登録団体を対象
に、地域活動の参考として、地域づくり勉強会
を実施しています。今年度はＮＰＯ法人や他企
業と協働し、環境保全の活動にも取り組んでい
る二つの企業に訪問しました。
工場内の見学だけでなく、企業の社会貢献活

動についてお話をうかがい、意見交換を行いま
した。今後の市民活動におけるネットワークづ
くりに繋げることを図っています。

令和４年６月２４日（金）
『関東電化工業株式会社 渋川工場』訪問

令和４年９月３０日（金）
『大同特殊鋼株式会社 渋川工場』訪問

『ヤマアソビKIDSCLUB』ボランティア募集！
①『川と森野営地』でのボランティア募集！

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）

①、②ともにヤマアソビＫＩＤＳＣＬＵＢ

電話：080-5087-4544（担当：青木）

※YouTube はGoogle LLCの登録商標です。

◎支援センター会議及び運営協議会定例会の報告

７月８日(金)に支援

センター会議及び運営

協議会定例会を実施い

たしました。

支援センター会議で

は、子ども食堂の活動もされている｢ボランテ

ィア団体 信愛えんがわカフェ｣の臂 奈津恵代

表に事例発表をしていただいた後、各団体から

の活動状況報告や意見交換を行いました。

運営協議会定例会では、

今年度の事業計画及び来

年度の事業計画を話し合

いました。支援センター

が行う各事業等を円滑に

実施するため、今後も運営協議会との話し合い

を進めていきます。

当支援センター利用登録団体数 ：６０

（内訳 NPO法人：2３・市民活動団体：3７）

市内NPO法人数：４１

※令和４年１０月１日現在
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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？

毎月第１・３金曜日

午前１０時～正午
中央公民館

渋川市家庭教育

カウンセリング協会

TEL 0９0-６１４２-４０２５

担当：竹田

映画｢夢みる小学校｣上映会

inＳＨＩＢＵＫＡＷＡ
｢たった１つでもいいからこんな学

校が渋川にもほしい｣｢すべての子

どもたちに笑顔で学校に通ってほ

しい｣そんな思いを込めて映画の無

料上映会を行います。お子様をもつ

親御さんのみならず教育関係者、行

政関係者、地域の方々、みなさんに

見ていただきたい映画です。無料託

児（要予約）やワークショップもあ

りますので、皆さまお誘い合わせの

上ご来場ください。

①１１月１３日（日）

・午前の部（上映会）

午前１０時～正午

・午後の部

（上映会＋感想交流会）

午後１時～午後４時

②令和５年２月１８日（土）

・午前の部（上映会）

午前１０時～正午

・午後の部

（出演者によるトークショー）

午後１時～午後３時

①②ともに

金島ふれあいセンター

映画｢夢みる小学校｣上映

会実行委員会

※金島ふれあいセンター

窓口にて開催１ヶ月前よ

り受け付けます。

TEL 0５0-３１４５-１８００

担当：今井

※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

【 赤城町 ススキ 】

◎ 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↓


