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前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）

〒３７１－００２３　群馬県前橋市本町２－１２－１　前橋プラザ元気２１／３Ｆ

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）

休館日：（１２月２９日～１月３日）　及び全館設備点検等の際は休館

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

（６月５日現在、全登録団体数：２３４団体）

上毛の会 　　　　
住宅に関わる技術や知識を習得し、消費者に提供する団
体。会員同士の学習会や無料住宅相談会を実施する

ぐんま豪雪被災農家支援プロジェクト
大雪により被災した群馬県内の農家を支援する団体。倒
壊したビニールハウスの解体を手伝う

明寿２５会 　　　
明寿大学４０期生による生涯学習の団体。懇親会・定例
学習会・地域の文化活動やボランティア活動への参加

プープー　　　　
フラダンスを通じボランティア活動を行う団体。福祉施
設や地域のふれあいサロン等でボランティア公演を行う

前橋のＮＰＯ・ボランティア情報紙

URL　　http://maebashi-shiminkatsudo.jp
e-mail　21@maebashi-shiminkatsudo.jp

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

登録団体向け情報

facebookページもあります！

編集後記

４月・５月の新規登録団体

１

２
　Ｍサポ登録団体向けのサービスとして、Wi-Fi をご利用
いただけるようになりました。お持ちのパソコンやスマー
トフォンなどが無線でインターネットに接続できます。使
い方は、Ｍサポまでお問い合わせください。

Wi-Fiがご利用できます！

3
下記の機材は最長３日間、館外への持ち出しが可能です。
お持ちの機器と接続可能か、事前にご確認ください。

　４月からスタッフに加わりました。よろしくお願いしま
す。さて、今回取材にご協力いただいた群馬ゾンタクラブ
主催のイベントは盛況のうち閉会、感慨深く眺めました。
　背景には、４月末会員の倉林文子さんが急逝される不幸
があり、会員は悲しみを抱えつつ、協力団体の皆さんの協
力も得てイベントの成功を目指していました。人と人のつ
ながり、仲間の大切さを感じる機会でした。あらためて倉
林さんのご冥福をお祈りします。（佐治千秋）

貸出機材がさらに便利に！

Ｍ’ｓガーデン ・ ゲストコーナー出演団体募集

　登録団体の皆さんM・WAVE に出演しませんか？
　まえばし CITY エフエム (M・WAVE84.5MHz) の昼の生
放送番組「M’ｓガーデン」では、ゲストコーナーの出演
団体を募集しています。活動紹介やイベントの告知、仲
間募集等にご活用ください。
詳細のお問い合わせは当セン
ターまでお願いします。
◆出演日時：毎月第２木曜日
　午後１時１０分～１時３０ 
　分頃（目安）

Ｍサポまつり　実行委員を募集します！

　市内で活動するＮＰＯ・ボランティア団体と市民のみなさ
んとの交流イベント「Ｍサポふれあい祭り」を来年２月に開
催します。祭りの企画・運営を行う実行委員を募集します。
これまでのお祭りに参加された方も、そうでない方も、ご一
緒に楽しいお祭りをつくり上げましょう♪
●イベント日時：平成２７年２月２８日（土）
                             　  午前１０時～午後３時（予定）
●会場：「前橋プラザ元気２１」３階　中央公民館ホール・
　　　　ホワイエ・Ｍサポ交流スペース
●募集対象：次の２つの要件を満たす方
　①満１８歳以上のボランティア・市民活動に関心のある方
　　（高校生は除く）
　②８月２０日（水）午後７時から開催する第１回実行委員
　　会および月１回程度の会議に参加できる方
●定員：１２名程度。定員を超えた場合は選考
●条件：報酬、交通費等の支給はありません。
●申込み：８月１日（金）までに申込み用紙に必要事項を記
　入し、窓口、ＦＡＸ、郵送、メールにてＭサポへ。申込み
　用紙はＭサポで配布している
　ほか、ホームページからもダ
　ウンロードできます。
★参加団体、ボランティアは後
　日、別途募集いたします。

登録団体活動紹介 前橋ばらガイドの会　～敷島公園ばら園の魅力をご案内します～

発行日：平成２６年６月５日（隔月発行）

　「前橋ばらガイドの会」は、バラ好きの集まりで、毎月1回敷島公園ばら園
で勉強会を行い、ガイドとしての知識を深めています。
　毎年春・秋の「前橋ばら園まつり」では、ボランティアとして来園者に園内
のバラの案内をしています。
　珍しいバラの紹介や、バラの歴史・誕生の物語など、楽しく園内をガイド
して、ばら園を何倍も楽しんでいただけると思います。
　バラが好きな方やボランティアに興味のある方、現在会員を募集中です
ので、仲間に入ってみてはいかがでしょうか。



第２回 Ｍサポカフェ
「七夕飾りワークショップ」参加者募集！

みんなの思いがつながる七夕飾りをつくりましょう♪
つなぐ

交わる

広がる

Ｍサポイベントなび ＭサポＲＥＰＯＲＴ

～新緑のまちなかを歩きつつ前橋の歴史・文化・観光資源を学ぶ小さな旅～

第１回　Ｍサポカフェ　「街歩き歴史散歩」

　６月２２日に開催される「前橋地域づくり交流
フェスタ２０１４」。その中で、地域に役立つ様々
なアイディアを発表し、連携のパートナーを探す
という初の試みをＭサポと前橋市の協働で行い
ます。
　企業やＮＰＯ、市民活動団体、ボランティアグ
ループ、学校、個人…既成の枠を超えたユニーク
な提案や、「活動を広げたい」「知りたい」「つなが
りたい」方が大集合。自分たちの提案の価値や魅
力について３分間のプレゼンテーションを行い
ます。
　新たな市民活動団体の発掘や、新しい「つなが
り」「協働のきっかけ」が生まれ、新しい地域活動
がスタートする、有意義なイベントになるはずで
す。「熱い前橋」「前向きな前橋」を担う仲間と出会
うチャンス。是非、見に来てください！
　
日時：６月２２日（日）
　　　午後１時～３時３０分
会場：前橋市総合福祉会館 ３階 第1・２会議室
　　　（日吉町二丁目１７－１０）
入場無料、直接会場へお越しください。

災害時の情報発信を考えるミーティングを開催

　今年２月の大雪の際、行政や民間団体等さまざまな主体が
情報発信を行いました。その検証を行い、今後の災害時の情報
発信をよりよくするために、市社会福祉協議会ボランティアセ
ンターの呼びかけで、前橋○○部、mBOX、まえばしＣＩＴＹエ
フエム、Ｍサポを含めた5団体の会議が開かれました。「多様な
情報を一つにまとめるプラットフォームとその担い手が必要」
との意見が出され、国内外の災害で活用が進んでいる新たな

情報発信手段なども参考にしな
がら、今後市民参加で楽しく情
報収集・発信力を高めるイベン
トを企画して行く予定です。詳細
は次号以降のＭサポＮＥＷＳ
で随時お伝えしていきます。

第3回Ｍサポカフェ　～惹きつける写真の撮り方～

　市民活動に役立つ、魅力的な写真の撮り方を学ぶミニセミ
ナーです。
日時：７月２７日（日）午後１時３０分～４時
場所：前橋市中央公民館５５学習室
対象：市民活動団体の方、興味のある方
定員：先着２０名
内容(予定)：①写真の撮り方の基礎②実践③交流会

講　師：天川ひろし氏(協同組合日本写真家ユニオン理事)
参加費：無料
持ち物：デジタルカメラ、お持ちの方は三脚
申込み：Ｍサポへ、窓口・電話・ＦＡＸ・メールにて「①氏名②
住所③電話番号④写真を撮る上でのお悩み」をお知らせくだ
さい。申込み期限は７月２３日（水）午後７時。

　思い出に残る、素敵な七夕飾りをつくりませんか。美術作家の
近藤愛子さんを講師に迎え、ワークショップを行います。
　作品は前橋七夕まつりで飾られますので、自分で作った七夕
飾りを見に来てください。

日時：７月５日（土）午前１０時～１２時
会場：Ｍサポ交流スペース
対象：どなたでも
参加費無料、直接会場へお越しください。

さぁ　繋がる準備はできてますか？

チームで望むもよし、個人で望むもよし、

いよいよやる気を持ち出す日が来ました。

たった３分で、あなたのやりたいことを楽しく面

白く、どれだけキャッチーに話せるかがポイント。

その一歩を踏み出すための扉は準備しました。

扉を開くのはあなた自身です。

勇気を持って入りましょう。

その先にはいまだ見ない多くの仲間が必ず待っ

ています。

準備は整った？

　今年度から、市民の皆様にもっと市民活動を知っていただく
ために交流や学びの場として「Ｍサポカフェ」を開催します。
　第１回は、登録団体の「前橋観光ボランティア会」の千木良玄
さんを講師に迎え、「街歩き歴史散歩」の会を企画しました。
　当日５月２１日（水）の天気予報は朝から雨マーク…せっか
くの企画ですから、せめて小降りにならないかと天を仰ぎまし
たが無情にも回復せず…。ガイド役の千木良さんと相談の上、
街歩きは諦め、室内での講義のみとなりました。歩くはずだった
コースの詩碑や歴史的施設を中心に、来年のＮＨＫ大河ドラ
マ「花燃ゆ」で取り上げられる楫取素彦と妻美和子について、そ
してゆかりの臨江閣についても講義をお聞きしました。雨にも
かかわらず、２０数名のみなさんが熱心に講義を聞かれていま
した。

参加者の声
●丁寧な説明と資料で、話も分かりやすく、自分の知らない前　
　橋がよくわかりましたが、実際に廻れなかったのは残念です。
●何気なく通っていたところに歴史があり新鮮で興味が湧きま
　した。
●この企画を拡大して継続してください。
●今日のコースを是非実際に歩いてみたいです。

登録団体の絆・つながり・広がりを実感

第２回群馬ゾンタまつり

　「和の心をつなげよう」をテーマに「第２回群馬ゾンタまつり
」(群馬ゾンタクラブ主催)が５月２５日に前橋プラザ元気21の
にぎわいホールで開催され、子どもから高齢者まで多くの来場
者でにぎわいました。イベント内容は、市立前橋高校・共愛学
園高校茶道部による茶会、前橋マンドリン楽団によるコンサー
トやワークショップなど多彩でした。
　また復興支援として、岩手県盛岡市内の和菓子を茶会で提
供したり、同山田町にある子どものための憩いの場「ゾンタハ
ウス」へのチャリティ募金。このほか同クラブの活動を紹介する
パネル制作等には、前橋市立第三中学校美術部が協力しまし
た。
　ワークショップには、Mサポの４つの登録団体が参加。SIEN
２　(バルーンアート)、アネモネの会(ミニリース作り）、子ども
のくらしを守る会(丸の折り紙)、苔玉草の風(苔玉)が参加し、人
気を集めました。

　同クラブは、女性の地位向上や社会進出等を支援する「国際
ゾンタクラブ」に属する設立３年目の団体で、「和の文化を未来
に繋ぐ」ことを目的の一つとし、13人で活動中です。代表の飯島
百合さんは「イベントを通し実感したのは、前橋市にはボラン
ティア活動の協力体制ができており、多くの市民がそれを認識
し、連携し、活用していること。前橋マンドリン楽団、中高校生や
Mサポの登録団体等、幅広い年代の方々がそれぞれの力を発
揮し、協力し合ってイベントを盛り上げてくれました」と語って
おられました。
　登録団体間の連携のさらなる広がりに期待します。

手をつなごう
　地域・ＮＰＯ・企業

パートナーシップのチャンス！

 1.広瀬川河畔緑の少年団

 2.ＮＰＯ法人成幸カウンセリング協会

 3.みずえＦＰオフィス

 4.㈱みくに労務管理事務所

 5.社会福祉法人群馬県共同募金会

 6.前橋街づくり協議会

 7.一般社団法人前橋起業支援センター

 8.ＮＰＯ法人スモール・ステップ

 9.前橋の地域若者会議「みんな」チーム①

10.前橋の地域若者会議「みんな」チーム②

11.前橋の地域若者会議「地域」チーム

12.ちぃむ　ふろんとぶりっぢ

13.日本愛妻家協会前橋支部

14.C-Promotion（通称シープロ）

15.ＮＰＯ住まいづくり相談室

16.北関東素人落語会

17.まえばし創業支援ネットワーク

18.高崎経済大学伊藤ゼミナール

19.前橋環境保全基地

20.群馬の医療と言語・文化を考える会

21.国立赤城青少年交流の家

22.アロマテラピースクール オフィス２１

23.Global Act!

24.ぐんま豪雪被災農家支援プロジェクト

25.風のまち音楽祭実行委員会

26.ぐんま光の学校　設立準備室

27.前橋の地域若者会議「行政」チーム①

28.前橋の地域若者会議「行政」チーム②

29.ＮＰＯ法人音楽の宅配便

30.萬屋レク之助

参加団体（６月５日現在）　※発表順（キャンセル等の場合はご了承ください。）

近藤愛子さん

イメージ図


