登録団体募集情報
１

M ・ wave 『市民活動のススメ』 出演団体募集

まえばしＣＩＴＹエフエム（M・WAVE 84.5MHz）『市民
活動のススメ』への出演登録団体を募集します！
この番組は、市内で活躍されている市民活動団体、地域
づくり団体の皆さんが、その活動やイベント情報などを
お伝えする情報番組です。
◆放送日時：毎月第 3 水曜日
◆時間
：9：４９〜９：５９（再放送 15:30 〜 15:40）
◆収録日時：毎月第 2 火曜日１０時〜 ( 予定 )
◆申込み ：各放送月の前月１０日までに、窓口、電話
にて受付。

２

Ｍ’ｓガーデン ・ ゲストコーナー出演団体募集

３

登録団体交流会に参加しませんか？

お昼の生放送番組、「Ｍʼｓガーデン」ゲストコーナーへ
の出演団体も募集しています。
日頃の活動紹介やイベントの告知などにご利用くださ
い。詳細は、当センターへお問い合わせください。
◆出演日時：毎月第２木曜日 13：05 〜 13：20 頃

登録団体交流会が、5月２６日にＭ
サポ交流スペースで開催されまし
た。１３団体、１６名が参加され、
新運営団体の役員紹介も兼ねての
交流会でしたが、当センターの新た
なスタートということで、貴重なご意見をいただきました。
今年度は隔月で開催予定です。様々な活動をされている各
団体の交流を通じて、団体の活動が広がるきっかけ作りの
場として活用してはいかがでしょうか？
次回は、７月28日
（日）13時からです。
皆さまの参加を、お待ちしております！

５月 ・ ６月の新規登録団体

ion
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前橋のＮＰＯ・ボランティア情報紙

夏休みキッズフェスタ２０１３

夏休みの祭典 ！「夏休みキッズフェスタ2013」が、前橋プラザ
元気２１や、まちなかで開催されます。今年もＭサポ登録団体
をはじめとする多数の市民活動団体が、3階のわくわく広場や4
階のスタジオ、アトリエで、多彩な体験コーナーを用意して下さ
います。
「ヒノキのお箸作り」
「おこづかいゲーム」など、地域・世
代間交流や、生活文化・国際・環境問題などを親子で考えられる
内容で、みんなのわくわくドキドキを裏切りません。夏休み最後
の週末をおもいきり楽しみましょう！皆様お誘い合わせて、
遊びに来てください。
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日 時：8月23日（金）・24日（土）10時～16時
場 所：前橋プラザ元気21 １階～５階、
まちなか（国際交流広場、まちなかサロンなど）
問合せ：前橋市にぎわい商業課
まちなか再生室(027-230-8866)
※一部、事前予約の必要なイベントがあります。

Ｍサポ ね♪

Ｍサポって呼んでね！
七夕飾りレポート
前橋七夕まつりが7/4（木）～7（日）に開催されました。
Ｍサポ交流スペースでの制作風景と七夕まつりの展示をご紹介します。

まえりあ 『みんなで作った星で、ミルキーウェイを作る』

Ｓ Ｉ Ｅ Ｎ ２ 『目指せゆるキャラ世界一 ！』

（６月３０日現在、全登録団体数：２２２団体）

リーディングサービスぐんま
目のご不自由な方に、電話を利用し週 1 回、３０分程度
新聞の代読サービスを無料で行っている団体

Ｍサポ 『つなぐ・交わる・広がる』
みなさんに書いていただいた短冊や
パネル展のメッセージカード、登録団
体のネームカードを飾りました。

ました！

2013年4月から変わり

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

愛 称 決 定 しま した !
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前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）
発行日：２０１３年７月１０日（隔月発行）
〒３７１－００２３ 群馬県前橋市本町２－１２－１ 前橋プラザ元気２１／３Ｆ

千代田

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

共通

共通

2

1

P 中央
P

P ５番街
前橋
テルサ

群馬
県庁
前橋
市役所

スズラン

みなさんから募集した前橋市市民活動支援センターの

中央
前橋駅

P 元気21

群馬
銀行

前橋さくらホテル

R50

（えむさぽ）に決まりました！
！
新しい愛称が「Ｍサポ」

動の支援を意味する“サポート”の「サポ」から名付けられ

この作品をご応募いただいたのは、前橋市岩神町にお住

ています。この「Ｍサポ」が、この先長く皆さんに愛される

まいの

さんです。ありがとうございました。

すてきな施設になるよう、この愛称のとおり、スタッフ一

また、今回は９９件、７０名のみなさんからご応募いただ

同、一生懸命、みなさんの活動をサポートしていきますの

岡崎 真弓

き、大変ありがとうございました。

本町

前橋プラザ元気２１／3Ｆ

この愛称は、前橋（Maebashi)の頭文字「Ｍ」と、市民活

で応援よろしくお願いします。

JR前橋駅

発行：前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）

【運営団体】ＮＰＯ 市民活動を支援する会

まえば し 地 域づ くり交流フェ ス タ２０１３
2013.6.23

in 市総合福祉会館

地域づくり活動の成果発表・情報交換・交流のイベントが行われ、当セ
ンターも協力団体として、市民活動コーナー「わくわく広場」を担当しまし
た。今年は、一人暮らし高齢者のサロンや子ども育成会などの地域の活動
に出張や協力ができる市民活動団体16団体にご参加いただき、ステージ
パフォーマンスや2分間の団体PR、体験コーナーやパネル展示で、来場した
多くの方々に楽しんでいただきました。実際に、ふれあい・いきいきサロンへ
の出張相談をしている方もいました。今回の出会いによって、地域がますま
すパワーアップすることを願っています。
詳しくはブログにてご紹介します →

http://maebashi-shiminkatsudo.jp

多くの方に活動内容を
知ってもらうことができました。
さらに発展しそうです。
（まえりあ）

様々な世代の方と交流すること
ができ有意義な時間を過ごすこ
とができました。
（高崎経済大学伊藤ゼミナール）

登録団体掲示版

第１回 ゾンタまつり
和のこころをつなげよう ～ゾンタと楽しい仲間たち～

群馬ゾンタクラブ 会長 飯島百合

群馬ゾンタクラブは、国際ゾンタクラブの目的に沿った奉
仕活動を行っています。私たち群馬ゾンタクラブは、その理
念に則り、地域の教育文化活動を支援することによって、そ
の志を地域から発信していきたいと考えています。
今回の事業では、地域住民を対象として、市内の公共施設
を活用して、茶会やコンサートのコラボレーションを開催す
ることによって、地域の人々とふれあい、地域の良さを見直
したり、互いに楽しみながら文化交流の場を広げ、ひいては
地域への愛着心や街の活
性化へと発展させること
を目的として実施しまし
た。
前橋マンドリン楽団の
美 し い 音 色 の 中、共 愛 と
前女の茶道部の生徒さん
に よ る 立 礼 の 茶 会、そ し
て市民活動支援センター

で活動する丸の折り紙、苔玉づくり、バルーンアート、アネ
モネの会の皆さんによるワークショップが開催され、ステー
ジ看板は三中美術部が制作してくれました。このように中高
生から大人まで総勢１００名の動員の中、来訪者は小さなお
子さんからお年寄りまで、多くの方々に楽しんでいただきま
した。関係団体をはじめ、皆様のご協力で、地域に和の心を
広くつなげることができたこと、深く感謝申し上げます。
今後はご後援をいただいた群馬県と前橋市の一層のご支援
のもと、県民・市民のために実践的な教育活動を推進してい
きたいと思います。

3.11大震災から二年・支援報告会
東北被災地 ・ 支援活動のご報告

Ｓ

協

『読み聞かせ連続入門講座』開催 ！
【主催】前橋市読み聞かせグループ連絡協議会 【共催】前橋こども図書館

前橋市読み聞かせグル－プ連絡協議会 会長 田子智代
「前橋市読み聞かせグル−プ連絡協議会」は、前橋市内で
読み聞かせ活動を行っている団体及び個人で構成されている
会です。本年度は24グル−プでスタ−トいたしました。平成
２０年に設立し６年目を迎え、前橋市と「子どもたちの読書
推進活動」を目的にパ−トナ−シップ事業を行うこととなり
ました。その内容は「おはなし会の派遣事業」「読み聞かせ
活動の担い手の育成」「スキルアップ」等です。
去る、６月１８日（火）には、午前１０時から約一時間半
にわたり第１回「読み聞かせ連続入門講座」を行いました。
定員２０名のところ４０名以上の方の申し込みがあり、何名
か会場の都合でお断りしなければならない状況でした。この
ことで読み聞かせに対する市民の皆様の興味関心の深さを改
めて感じました。
第１回の演題は「読み聞かせで生き生きと〜よみきかせの
いろは」とし、当会会員が講師を務め「読み聞かせの準備」
や「演じ方」などをお伝えしました。講師役を行うことで自
分たちの学びの場としても良い機会となりました。
最後に桂萱読み聞かせの会「はぐはぐ」のみなさんが演じ
た「からすのせっけん」の手作り大型絵本では、生き生きと
楽しそうに演じる姿を見ていただき「読み聞かせって楽しそ
う」「私にもできるかもしれない」と感じていただけたよう
に思います。第２回は「こどもと楽しむ読み聞かせの方法〜
手遊びもまじえて」第３回は「年齢にあった本の選びかた」

2013.6.2 in 前橋プラザ元気２１ にぎわいホール

たくさんの子供達の
『たのしい、うれしい』
がきけました。
（ばるーんあーとくらぶ）

まえばし市民提案型パートナーシップ事業レポート
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登録団体による、活動情報やイベント情報、
イベントレポートを紹介します！
みなさまの投稿をお待ちしています♪

と題して引き続き行う予定です。
読み聞かせは何かを学ばせるものではなく、本を媒体に子
どもたちと一緒の時間を楽しみ、たっぷりとお子さんに愛情
を届けることであると思います。少しでも多くの方に読み聞
かせに興味を持っていただくきっかけになればと会員一同心
より願っております。
終わりに、ご協力いただきました子ども図書館及び今回初
めて託児を設けるに当たり快くお引き受けくださいました前
橋ボランティア連絡会の皆様に心より感謝申し上げます。

講習中の田子さん

桂萱読み聞かせの会「はぐはぐ」

平成 25 年 6 月 16 日（日）、前橋市下川淵公民館で「東日
本大震災から 2 年・被災地の現状」をテーマに支援活動報
告会を開催させて頂きました。
当日は、福島県から避難されている新妻道明さん、佐藤裕
子さん、小林一行さんを迎え、「出身県が福島県民というだ
けで差別を受けたこと」や「自主避難者に対しての行政によ
る支援の対応がしてもらえない」こと、そして「原発事故の
放射能被害」など、厳しい現実の話を聞かせて頂きました。
2 年 3 か月過ぎた今でも、福島県民 16 万人の方々が避難
生活を余儀なくされています。私は、6 月 2 日に福島原発
30 キロ圏内の広野町へ行きました。町民 5,300 人中 4,000
人が隣のいわき市へ避難し 9 割以上が町外に避難したまま
でした。
原発事故の放射能被害は目に見えず、生きるための衣食住
のすべてを奪ってしまったのです。東京 23 区の面積と同じ
日本の国土が失われ、人が住めなくなってしまったのです。
この現実をどう受け止めたらよいのでしょうか。
私は福島県の方々のことを思うと他人事にはできない思い
で一杯になります。
さらに当協会は、3 月 11 日と 4 月 12 日、被災した石巻
市雄勝町仮設に住む漁師の皆さまを訪ね、今、本当に必要な
支援について尋ねました。「震災 2 年目を過ぎても生活が成
り立たない！」との声を聴き、早速、獲れたワカメを多くの
人に紹介する「雄勝わかめ復興プロジェクト」を立ち上げ 4
月からスタートしました。

2013.6.16 in 下川淵公民館

ＮＰＯ法人 ピースサポート協会 理事長 久保田光明
お陰さまで 6 月までの 2 か月間で、約 3,000 袋の支援協
力を頂き、その代金を漁師の方々の口座へ振り込むことがで
きました。
ご支援下さる市民の方々のお力添えで、少しでも被災地の
方々の生活の足しになり、喜んで頂けることが何より有り難
いことです。本当に有難うございます。
ピースサポート協会は、これからもまだまだ復興支援の道
のりは続きますが、より具体的に、被災者の方へ直接届く支
援活動を推進していきたいと願っています。
今後ともご支援ご協力の程を心からお願い申し上げます。

復興支援ワカメのお求めは
雄勝ワカメ (300g) ￥500
同協会事務所 027-265-2277
(090-1113-9200) 久保田迄

