ご挨拶

街に緑を！ 住まいにグリーンカーテンを！

―前橋市市民活動支援センターをご利用ください―
ＮＰＯ 市民活動を支援する会 会長

萩原 香

当センターからも活動に有効な
情報をホームページや情報紙、
フェイスブックなどから発信して
いきます。それぞれの活動、人と
人を繋げ、情報交換、活動の連携
ができ、市民活動をしている人達
の居場所になれるセンターを目指
します。まずは、当センターへお越し下さい。
また、活動団体と行政との連携、協働を推進し、パート
ナーシップの実現に向けサポートします。さらには、民間企
業との連携の実現に向けての取り組みも試みます。団体相
互、行政との協働、企業の協力、教育機関、各種機関も含
め、相互の交流と連携を図り市民公益活動のサポートを行っ
ていければと思います。運営団体は代わりましたが、セン
ター長はじめスタッフは殆ど昨年度同様のメンバーがお待ち
しておりますので、登録団体の皆様にも戸惑うことなくご利
用頂けると思います。
これから募集する新しい愛称とともに、さらに多くの方に
利用していただく為に、センターの機能を充実出来るよう努
めて参りたいと思っております。同時に市民の皆様が当セン
ターへのご理解を頂きご支援ご協力頂ければ幸いです。
最後に、皆様の市民公益活動のご発展を心より祈念申し上
げましてご挨拶と代えさせて頂きます。

今年度から前橋市市民活動支援センターは、NPO市民活動
を支援する会が運営することになりました。どうぞよろしく
お願いいたします。
平成19年12月「公設民営」として、この前橋プラザ元気２
１内でスタートし、既に５年が経過しました。その間、多く
の方々にご利用頂いてきた市民活動支援センターですが、変
わらずにご利用いただければ幸いです。これまでの事業を引
き継ぎながら、皆様のご要望に応えられるよう、更に充実し
た市民活動支援センターになるよう運営を行っていく所存で
おります。
前橋市内にはＮＰＯ法人、ボランティア団体、地縁組織、
学生団体等多くの団体及び個人が様々な分野で、市民公益活
動を展開しています。その活動は、地域に活力を与え、地域
の問題を解決するなど、魅力ある地域社会の形成に不可欠な
存在となっています。
市民活動支援センターは、その市民公益活動をサポートす
べく、活動拠点の提供、情報発信、窓口相談などを行ってい
ます。ＮＰＯ法人設立を目指す団体、ボランティア活動を始
めたい方々のご相談にも応じます。会議室やミーティング
ブース、ロッカーなどご利用下さい。また、活動情報発信の
場として展示スペースや、エフエムラジオの出演の機会など
もご活用下さい。
特に交流スペースは、多様な利用方法があります。皆様の
活動スタイルにあわせ、イベント等にご利用下さい。
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登録団体活動パネル展

登録団体交流会を開催します！

アサガオ、ゴーヤ、ヘチマ、トケイソウ、パッションフ
ルーツ、ぬるっぱ（アカザカズラ）

登録団体 「幸せ配達人 2020」 は、 東北の人たちを応援する思い
を風化させず実現すべく、 フリーマーケットを企画運営し、 東日本
大震災支援チャリティーフリーマーケットによる参加費 ・ 来場者からの
募金を、 全額義援金として送付しています。
今回の支援先は、 福島県富岡町より高崎市に避難している知的障
害者施設 「光洋愛成園」 様です。
■日時 ： 5/18 （土） 6/8( 土） ・ 15 （土） ・ 22 （土） 9 ： 00 ～ 14 ： 00
■場所 ： 勢多會館駐車場 （ケヤキウォーク西側）
※雨天 ・ 強風等の事情により中止する場合がございます。
予めご了承ください。

ポイント
水や肥料を必要とするので、たくさん土が入るプランター
を使用することや、剪定を行うタイミング、新しい土を
買って使うことなど、基本的な事をしっかり実行すれば、
失敗のないグリーンカーテンに成長するそうです。
今年は、タネから育てて、成長の過程や収穫を楽しみなが
ら、涼しい夏を過ごしてみるのはいかがでしょうか。

●ご出店ご希望の方へ （事前のお申込みが必要です）
集合時間：8：00

撤収時間：14：00 （中途撤収はご遠慮ください。）

出店料 ： １枠 1,000 円 (2m30c×4m70c) マイカー出店、 可。
申込 ・ 問合せ ： 027-289-8900 （幸せ配達人 2020）
皆様のご出店、 ご来場心よりお待ちしております。

まえばし市民提案型パートナーシップ事業が始まりました。

『敷島。本の森 ライブラリー・シティ・プロジェクト２０１３』
【主催】ＮＰＯ法人前橋芸術週間 【協働】前橋市立図書館

★

★
★

グリーンカーテンにおススメの植物

～響かせよう みんなの願い 東北愛～

３月

★

7/12

植物は根から吸い上げた水を葉から蒸散させ、蒸散時の気
化熱で周辺の温度を下げます。また、蒸散によって気温が
下がった葉の間を通り抜けてくる風も、涼感をもたらして
くれます。

協働Ｎ

セミナー
ボランティア指導者
養成講座（バルーンアート）

グリーンカーテンの効果

ＥＷＳ

前橋市市民活動支援センター 主な事業予定
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4月

今年も暑い夏がやって来ますね！
暑さ対策と節電も兼ねた、グリーン
カーテンをタネから育てる講習会、
『ＮＰＯ 住まいづくり相談室』主催の
「グリーンカーテン講習会」に参加
し、専門家による土づくりから育て方のコツを教えていた
だきました。

『春季チャリティ ・ フリーマーケット』 今年も開催します！

ＨＰとメールアドレスが変わりました！

登録団体の皆様と当センター運営団体役員とスタッフによる交流会
を下記の通り開催したいと思います。
様々な情報交換を行う中で、より一層皆様のお役に立てるセンター
を目指していきたいと思います。ぜひ、お気軽にご参加ください。

市民活動支援センターのＨＰとメールアドレスが変わりました
ので、よろしくお願い致します。

■日時：５月２６日（日）午前１０時３０分～１２時
■場所：市民活動支援センター 会議室
■申込み：5月20日（月）までに、電話、窓口、ＦＡＸ、メールでお願いい
たします。

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

捨てられてしまう本。
売られてしまう本。
忘れられてしまう本…。
本をなくしていくということは、
その本と過ごした時間や場所もなくしてしまうということ。
「敷島。本の森」は、本とともになくしてしまいそうな、
大切な思い出を救っていこうとするプロジェクトです。
処分されてしまう図書館の本や、捨ててしまうはずの家の本
が、きれいになって手づくりの木の箱に並べられ、街に帰り
ます。
登録や返却の期限はありません。約束は自分のいらなくなっ
た本と交換することと、連絡カードに名前と一行の感想を書
くこと。
こうして、本は旅をつづけて、いつかきっと、本でいっぱい
の街が生まれるでしょう。
《第一期開館》 2013年5月11日(土)から
#000／ 群馬県立敷島公園管理棟 内（敷島町66）
#001／フリッツ・アートセンター 内（敷島町240-41）
#002／ 前橋川原郵便局 内（川原町1-1）
〈#003 からの開館は、HP・FB等で随時お知らせしていき
ます 〉
問合せ：ＮＰＯ法人前橋芸術週間(フリッツ・アートセンター内)
０２７－２３５－８９８９
「敷島。本の森」公式ページ：www.shikishimapark.com

『平成２５年度 ＤＶ被害者の支援者養成講座』
【主催】ＮＰＯ法人 ひこばえ 【協働】前橋市生活課男女共同参画室
～DV被害者により添うアドボケイト～
アドボケイトとは、DVの被害を受けた女性の立場にたって、当事者
の権利を守るための支援をすることです。
【第１回】５月１９日（日）
①『DVを知っていますか？ 』
②ワーク「私たちをとりまく地域社会とDV」
【第２回】６月１６日（日）
③『DV相談の実際』
④ワーク「認知を変えるアプローチ」
【第３回】７月２１日（日）
⑤『DV・性暴力など女性被害者の現状と自立支援の方法を学ぶ』
⑥「揺らぐ家族」DVD視聴 ワーク「グループで具体的相談方法を
学習」
【第４回】８月１８日（日）
⑦ワーク「事例から被害者に必要なアドヴォケイトとは何かを学ぶ」
⑧アドヴォケイトの実際（体験談）
【第５回】９月１５日（日）
⑨DV支援活動で役立てたいセルフケアーの方法
⑩支援者として身に付けたい自己の在り様
講師
中村明美氏（認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎ理事長）①～⑦
松本光子氏（調停員・NPO法人同行支援員）⑧
福多唯氏（ラビングプレゼンス認定コミュニケーター）⑨⑩
対象：これからDVの被害者をサポートしていきたいと考えている方、
相談業務に従事している方（１回のみの参加も可）
会場：前橋プラザ元気２１ ５階 ５５学習室
参加費：１日５００円（午前10：30～12：00 午後13：00～15：30）
申込み問合せ：前橋市生活課男女共同参画室（０２７-８９８-６５２０）
NPO法人ひこばえ（０２７-２６８-５６０６）
http://www11.ocn.ne.jp/~hikobae

