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Ｍサポからのお知らせ
まえばし地域活動ポイントの還元について

参加団体募集

今年度の「登録団体活動紹介パネル展」は、２月１１日（日）
～２４日（土）Ｍサポふれあい祭りまでの１４日間、中央公民
館ホワイエで開催します。活動内容の紹介、イベントのチラシ、

まえばし地域活動ポイント制度の団体への助成金（寄付）を
希望する方は、１０月３１日（火）までに手続きをすませてい
ただくと、１１月中に団体に助成金を交付します。
（次回申請期
限：平成３０年２月末、助成金交付：平成３０年３月）

機関紙、作品等、団体をＰＲできる良い機会です。毎年、見ご

●還元メニュー

たえのある活動紹介パネル展は、多くの来場者で賑わいます。

①商品との交換：申請受付から１週間前後で商品を発送

皆様の参加をお待ちしています。

②団体への助成金（寄付）
：上記申請期限

●期間：平成３０年２月１１日（日）～２月２４日（土）

2017.Oct

●還元の申請方法
・
「まえばし地域活動」専用ウェブサイトから直接申請

搬入：２月１０日（土） １３：３０

・
「まえばし地域活動ポイント還元申込書」による申請

搬出：２月２４日（土） １５：００

●問合せ：前橋市生活課地域づくり係

電話

Ｍサポ登録団体紹介

027-898-6510

●場所：中央公民館ホワイエ（前橋プラザ元気２１・３階）
●募集団体：先着３０団体

８月・９月の新規登録団体

●展示方法：有孔ボード１（横 180cm×縦 120cm）
、長机１台
●申込み：１０月３１日（火）までに申込書を提出

Ｍサポふれあい祭り 実行委員会開催
～参加団体の皆様へのお知らせです～
市内で活動するＮＰＯ・ボランティア団体と市民との交流
イベントとして、
「Ｍサポふれあい祭り」を来年２月２４日に
開催します。各参加団体から実行委員を選出いただき、実行
委員会を組織し、企画、運営を一緒に行っていただきます。
第１回の実行委員会が決定しましたので、参加団体の皆様に
は、ご都合をつけてのご参加をよろしくお願いいたします。
●日時：１０月２３日（月）
１８：００～２０：００
●会場：Ｍサポ交流スペース
●対象：参加団体担当者
（各参加コーナー１名）

（９月３０日現在、全登録団体数：３２０団体）

☆前橋むーびー部
前橋市や近隣市町村等でイベントへの参加や上映会、研修、講
演を実施。地域の映画・映像文化の発展に寄与する。
☆前橋友の会
雑誌「婦人之友」愛読者が集う団体。主婦が主体となり、衣食
住・家計・子どもの生活・環境等を学び合う。
☆寝相アート
赤ちゃんの回りを飾った寝相アートを通じて、子育ての楽しみ
を広め、地域活性化に寄与する団体。

☆FAN クラブ
富士見の農業と自然を愛する団体。農業・生活技術の習得、親
子農業体験の実施等を行い農村社会の振興に寄与する。
☆一般社団法人ガールスカウト群馬県連盟
自身と他の人々の幸福と平和のために、考え行動できる人材を
育成し、女性が活躍できる社会の形成を推進する。

スタッフのつぶやき

います。
子ども食堂＝貧困対策というイメージが強いのかもしれませんが、それ
で始めたんじゃないんです。
・シングルマザー、ファザーだ。

ブドウや栗、さつま芋、柿…美味しすぎる季節です

（Ｔ・Ｋ）

・家と学校以外の居場所が欲しい。

山歩き・新そば・果物を満喫したい

（Ｍ・Ｉ）

・旦那さんの出張が多い、帰りが遅いなどで、母子だけで食事をしてる。

イベントの秋、いろいろ参加してみて楽しみます♪

（Ｎ・Ｏ）

・旦那さんの転勤が多く、まわりに頼れる人も友達もいない。

10/1 に渋谷で十二単を着ました。全部で 15kg は重かったです(H・F)

http://maebashi-shiminkatsudo.jp

月に二回飲食店をお借りして、子どもだけでも来られる食堂を開催して

（Ｓ・Ｈ）

至仏山頂から見た、尾瀬ヶ原やまわりの景観に感激しました（Ｔ・Ｙ）

前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）

スリージェネレーションズ「まえばしこども食堂」です。

・共働きでうちに一人でいる、もしくは子どもだけで食事をしている。

『秋を楽しむ』

虫の音を楽しんでいたら腹の虫も

URL

スリージェネレーションズ

☆オカリナクラブユーカリ
オカリナ演奏技術向上のため吹奏の学習会を実施。福祉施設等
でボランティア公演を行い、社会福祉に寄与する。

など、大人もたまには息抜きしていいよーラクしていいよーって、心も
お腹も満たされる場所があったらいいと思うのです。
子育てにイライラして 1 人になりたかったら、子どもだけでご飯食べに
くればいいんです。
誰かがいて、楽しく食事出来るから。

e-mail 21@maebashi-shiminkatsudo.jp

帰りが遅くなりそうで心配だったら、子ども食堂に行って待っててって

発行日：平成 29 年 10 月 11 日（隔月発行）

場所にしてくれたらいいんです。

〒371-0023 群馬県前橋市本町 2－12－1 前橋プラザ元気 21／3Ｆ

誰かがいて、宿題見てくれたり遊んでくれるから。

tel.027-210-2196 fax.027-237-0810
開館時間：午前 10 時～午後 10 時（事務所は午後 7 時まで）

大人も子どもも、ここに来れば誰かいて美味しくて、毎月行くのが楽し
み！ってなってくれたら嬉しいです。
代表

入澤

繭子

休館日：（12 月 29 日～1 月 3 日） ※ただし、臨時に休館する場合があります
JR 前橋駅から徒歩 10 分 車の場合、市営駐車場ご利用で 4 時間まで無料

発行：前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ） 【運営団体】特定非営利活動法人 市民活動を支援する会

登録団体レポート

Ｍサポイベントなび
ＮＰＯの基礎知識

秋のクリーン活動

～ＮＰＯ法人設立、迷っていませんか？～

身近なことから、ちょっとボランティア、はじめてみませんか

「ＮＰＯ」とは何か、そしてＮＰＯ法人の設立までの準備、設立

Ｍサポでは環境美化、参加者間交流、企業の社会貢献活動（Ｃ

の手順など、わかりやすく解説するセミナーです。また、ＮＰＯ

ＳＲ）の機会として、前橋プラザ元気２１周辺の落ち葉掃き、ご

法人、一般社団法人の方の活動の事例発表もあります。ＮＰＯに

み拾いを行います。皆様のご参加ご協力をお待ちしています。

ついて知りたい方、ＮＰＯ法人を立ち上げたい方、ＮＰＯで活動
したい方は是非ご参加ください。

●日時：１１月１９日（日）８：００～９：００
（受付７：３０～

●日時：１０月２６日（木）１８：００～２０：００

小雨決行）

●場所：前橋プラザ元気 21 北側

●会場：Ｍサポ会議室
●内容：
【第 1 部】ＮＰＯの基礎知識
ＮＰＯの概要、ＮＰＯ法人の活動、ＮＰＯ法人の設立
【第 2 部】活動事例発表

フレッセイ前

まえばし市民提案型パートナーシップ事業報告とお礼
～ハガキ等回収による福祉団体への助成金～
ＳＩＥＮ２は、寄付文化の醸成を目指す活動を行っている団
体です。平成２７～２８年度にまえばし市民提案型パートナー
シップ事業の採択を受け、
「書き損じハガキなどの回収・換金・
助成金配分によるＮＰＯの活性化事業」を実施しました。市内
公民館・ケヤキウォーク・Ｍサポに回収箱を設置し、５０万円
を５団体に配分することを目標に事業展開しました。
助成金配分した団体が、マスコミに取り上げられ活動の様子

●申込み：不要(直接集合場所へ)

を、目の当たりにしたときは、とても嬉しく感じました。今後

●持物：軍手、ほうき、ちりとり、ごみ取りトング等の清掃用具

も活動を見守っていきたいと思います。

※まえばし地域活動ポイント対象事業

特定非営利活動法人 群馬の医療と言語・文化を考える会
●対象：NPO 法人、ボランティア団体、市民活動に関心のある人
●申込み：１０月２２日（日）までに、Ｍサポ窓口・電話・ＦＡ

ハガキ・年賀状：6,587 枚
未使用切手：4,089 枚
未使用テレカ：404 枚
現金・米ドル：44,166 円

総換金額 519,617 円
★５団体へ助成金交付（１団体１０万円）

患者等支援
③ＮＰＯ法人 彩：障害児支援
④一般社団法人 あびりてぃ：地域での支え合い、障害者老人支援

富澤康邦

⑤フリーム★カンパニー：不登校・引きこもり・精神疾患など
の家族相談支援

助成団体プレゼンの様子

Ｘ・メールにて①氏名（ふりがな）②団体名③住所④電話番号

金券：26 枚

印紙：23 枚

②スマイル：難病を負いながらも手づくり帽子・サロンでのがん

沢山の方々や団体の皆様に

ＳＩＥＮ２代表

●定員：先着２４人（参加費無料）

★寄付をいただいた内訳

①ＮＰＯ法人 ぐんま若者応援ネット：不登校・ひきこもり支援

寄付を寄せていただいた
は、心より感謝いたします。

一般社団法人 中央ライフ・サポートセンター

『ＳＩＥＮ２』

を連絡（ＦＡＸの場合は定員に達した場合のみご連絡します）

協働ＮＥＷＳ

※まえばし地域活動ポイント対象事業

前橋市市民活動支援センター１０周年記念事業
『地域が輝く市民活動』

～Ｍサポが繋ぐ前橋の協働～

つながる“３分”プロジェクト
手をつなごう

地域・ＮＰＯ・企業

前橋市市民活動表彰の推薦を募集！
市内において、ひたむきに地道な市民活動を続け、成果に結び

前橋市市民活動支援センターは、平成１７年、前橋市総合福祉

各分野で活動中の団体や企業が「前橋のためにやりたいこと」

つけている団体を前橋市が表彰する「前橋市市民活動表彰」の推

会館内に公設公営のセンターとして開設されました。その後の平

を 3 分間でプレゼンする「つながる“３分”プロジェクト」を１１

薦を募集します。受賞団体は、「Ｍサポふれあい祭り」
（平成３０

成１９年１２月に、公設民営の支援センターとしてスタートしま
した。この１０年、前橋市において、様々な市民活動が展開され、
活発な活動が地域の課題を解決しています。同時に、市民活動の
課題もまだまだ多くあります。これからの市民活動が、地域を輝
かせることが出来るよう記念事業を開催します。

月２６日に開催します。ＮＰＯ、地域、企業の垣根を越えて、共
感できる仲間を見つけるチャンスです。全体発表後は、発表者・
観覧者交えての名刺交換タイムになります。この交流の機会にぜ
ひ、ご参加をお待ちしています。

●日時：平成３０年 1 月２８日（日）１３：３０～１５：３０
●場所：前橋プラザ元気２１・3 階
●講演会：講師

中央公民館ホール

大阪ボランティア協会

常務理事

早瀬昇氏

●トークセッション：早瀬昇氏、前橋市長 山本龍
ＮＰＯ法人市民活動を支援する会理事長 萩原香

◇交流会：講演会、トークセッション終了後、交流会を開催しま
す。皆様のご参加お待ちしてます。
※詳細は、次号（ＭサポＮＥＷＳ Vol.28）12 月にてお知らせ致します。
講演会

講師プロフィール

1955 年大阪府生まれ。阪神･淡路大震災発災時には、
全国の市民団体や経団連１％クラブと連係し、日本
最初の災害ボランティアセンターを担う「被災地の
人々を応援する市民の会」を結成。現在、社会福祉
法人 大阪ボランティア協会 常務理事・認定 NPO
法人 日本ＮＰＯセンター代表理事・大阪大学人間
科学部客員教授・特定非営利活動法人 日本ファン
ドレイジング協会副代表理事など。
大阪ボランティア協会
常務理事

早瀬昇氏

参加者募集
●対象：地域活動に関心のある市民活動団体・ＮＰＯ法人・
ボランティアグループ・企業・学校等

）で表彰します。皆様からの推薦をお待ちして
年２月２４日（土）

●募集期間：１０月３１日（火）
●申込み：①申込書（ＭサポＨＰからダウンロードできます）
②提案内容を表現する画像（写真、イラスト等）
M サポ窓口、メール、ＦＡＸでお申込みください。
※まえばし地域活動ポイント対象事業

観覧者募集

今年度のまえばし市民提案型パートナーシップ事業の採択事業
である「小学校の先生方のプログラミングへの理解促進事業」
。
２０２０年、小学校でプログラミング教育が必修化されることに
合わせて、主催団体である特定非営利活動法人ブレインファーム

おります。
（自薦、他薦どちらも可能です）

のノウハウを活かした事業を実施しています。７月２６日には小

●対象団体：市民活動支援センター(Ｍサポ)の登録団体、または

者による講演会を開催したほか、現場の先生方を対象とした集合

市内で非営利・公益的な市民活動を行っている団体
●表彰団体数：５団体以内（選考）
※選考基準は「募集チラシ」を参照

学校の先生やプログラミング教育に関心のある方を集めて、有識
研修を定期的に実施しています。
【７月２６日に開催された講演会の様子】

●募集期間：１０月１日（日）～１１月３０日（木）
●応募方法：
「市民活動表彰推薦書」に必要事項を記入し、Ｍサポ
まで提出して下さい。

●募集団体：３０団体

小学校の先生方のプログラミングへの理解促進事業

※募集チラシ、推薦書は、前橋市ホームページからダウンロー
ドできます。また、生活課、Ｍサポ、各支所、市民サービス

宮城県石巻市で活躍する
古山隆幸氏を招いての講
演会を開催しました。

センター等で配布しています。
【先生を対象とした集合研修の様子】

授業で導入が予定されて

●日時：１１月２６日（日）１３：３０～１６：３０

いる「スクラッチ」とい

●場所：前橋プラザ元気２１

うソフトを使用し、研修

●申込み：不要

中央公民館 501・502 学習室

当日直接会場へ

を行いました。

