２月・３月の新規登録団体

『ＮＰＯ住まいづくり相談室』

（３月３１日現在、全登録団体数：２９１団体）
☆特定非営利活動法人

アグレコ

地域の自然環境調査・研究・保全活動を行う団体。自然体験
イベントや生態調査、フリーペーパー発行を行う。
☆特定非営利活動法人

Vol.18

幸せになる片付け術セミナー

間もなくやってくる大型連休！これからの季節は、お家の大掃
除に最適な季節です。今回はゴールデンウィーク中に出来る片付
けセミナーです。自身に合わせた片付けスケジュールを組んで、
スッキリ！ゆったり！の素敵な日々を始めませんか？！

つなぎ手

買い物支援、介護認定を受けていない方の家事支援を行う団

●日時：４月２３日（土）１３：００～１４：３０

体。会食会、傾聴ボランティア支援も実施する。

●場所：Ｍサポ会議室

☆明寿大学４２期同期会（２７会）

●主催：ＮＰＯ住まいづくり相談室

明寿大学卒業生による団体。健康増進に関する講演会、運動
等の実施により健康寿命を延ばし地域に貢献する。

●定員：３０名

2016.Apl

要予約

●申込：０９０－７８１８－５０２４（高橋）

講師：野口夏帆瑠

☆KHJ 群馬はるかぜの会
ひきこもりの家族会。講演会、勉強会等を通して家族の関心

ホリデーインまえばし参加団体募集

を深め、仲間とともに成長することを目的とする。

８月２１日（日）に敷島公園で開催される、子ども達のための

☆特定非営利活動法人ながいきコンシェルジュ

夏のイベント「第４２回ホリデーインまえばし」の参加団体を募

地域で健康づくり活動を行う団体。地域サロン、介護予防事

集しています！一緒に協議しながら、楽しいホリデーインまえば

業、認知症サポーター、ボランティア養成も実施。
☆特定非営利活動法人

ノーサイド

しを創り上げませんか？
●申込み・問合せ：ホリデーインまえばし

☎０２７－２３４－３６７０ FAX.０２７－２３２－４７４０

エコ・ボランティア

ホタルの生息環境の整備を行う団体。前橋市荻窪公園を中心

M サポセミナー

としたゲンジボタルの生息環境づくりを実施。

スマホでフェイスブック

スマホを使ってフェイスブックでの情報発信を行う初級・中級

様々な劇団を迎えて舞台を楽しむ団体。
「よい演劇を、より安

連続講座。活動の様子を、瞬時にどこにいても発信できる、スマ

く、みんなの手で」を合言葉に、鑑賞会を運営。

ホでのフェイスブックの投稿を初歩から学びます。

☆特定非営利活動法人ターサ・エデュケーション

●日時：５月２０日（金）・３０日（月）１８：３０～２０：００

学習動画サイトの運営、児童養護施設で学習支援を行う団体。

●場所：前橋市市民活動支援センター

所得格差による教育格差の解消を目指す。

●対象：市民活動をしている方、関心のある方で、フェイスブッ
クアカウント登録済みの方

☆フリーム・カンパニー
福祉制度や支援機関の紹介等を行う団体。障害者とその家族、

定員：１５人（先着）

●申込：５月１５日（日）までにＭサポ０２７‐２１０‐２１９６へ

印刷機の利用時間が変わりました！
４月１日（金）より、９：００～１９：００の利用時間に変更
になりました。

七夕飾り作成

私を眠りから揺り起こして！！
眠ったまま終わらせるか・・・それは、あなた次第！
机の中のたった１枚の年賀状で救える命があります・・・・ご存じですか？
その１枚で下痢に脱水症状に苦しむ子らに、和らげる経口補水塩が約４袋、免疫力

ユニセフ

ハンド・イン・ハンド募金（高崎駅構内）

を高め感染症から命を守るビタミンＡ約３０人分になります。

や未使用の切手・テレフォンカード等を各公民館等に回収箱を置き集めています。
２００８年８月８日に始まった活動も８年の歳月が流れようとしています。
思い返すと世界の貧困の子らに少しでも寄付活動をしようとスタートして、①公益
財団法人日本ユニセフ協会への送金

☆PC 愛好会

体。前橋中央公民館で会員相互の情報交換も行う。

前橋七夕まつり

現在は、前橋市とのまえばし市民提案型パートナーシップ事業で印刷ミスの年賀状

相談相手を求める市民に電話相談等を行う。

明寿大学卒業生、在校生によるパソコンの技能向上を行う団

M サポふれあい祭り

公益社団法人前橋青年会議所内

障害者本人と家族間の相互支援、援助も行う。

☆前橋労演

ぐんまちゃん作り 作業風景

マックスクエア（前橋商工会議所会館）４Ｆ

高次脳機能障害の社会的理解、啓発を求める活動を行う団体。

☆特定非営利活動法人

実行委員会

〒３７１－００１７ 群馬県前橋市日吉町１－８－１

②東日本大震災孤児・復興支援

③ＮＰＯ/ボラ

ンティア団体支援を継続実施するなかで、沢山の方々に関わりを持っていただき、試
行錯誤を経て理想に近い形になってきました。
ハガキ・年賀状・未使用切手・テレフォンカード等の回収にご協力の方々、バルー

まえばし市民提案型パートナーシップ事業
助成金プレゼン

ンで楽しもう！の参加者、ぐんまちゃんグッズを通じての募金者や、毎年誕生日１万

前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）
URL

http://maebashi-shiminkatsudo.jp

e-mail 21@maebashi-shiminkatsudo.jp
発行日：平成 28 年 4 月 5 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
tel.027-210-2196 fax.027-237-0810

円の寄付をしてくれる方、遠方から電車で何百枚もの未使用切手を持参してくれた方、
数えたら数万人に登ります、凄い数の方々、本当にありがとうございます。この紙面
をお借りして感謝を申し上げます。
ボランティアさんの方々もそれぞれの特技を生かして支柱的な存在で、役員の方々
含め、素敵な出会いに日々充実感謝の任意の非営利公益団体です。
ＳＩＥＮ２（シエンツー）

富澤

康邦

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） ※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

るなぱあく バルーンで楽しもう

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

Ｍサポふれあい祭り開催報告

“みんなの力”改めてその可能性を実感しました。Ｍサポは多彩で多様な市民の活

登録団体交流会を開催しました

解説「マイナンバー」

M サポセミナーレポート

Ｍサポふれあい祭りを振りかえって・・・

３月１６日（土）群馬労務サポート・社会保険労務士の渋谷庸

３月２６日（土）M サポ交流スペースにて、平成２８度登録
団体交流会が開催され、３４団体、約５０人の参加がありまし

躍のエネルギーが集まる大型ショッピングモールそのもの、今回のＭサポふれあ

介氏を講師に迎え、M サポ会議室にて『解説

い祭りでは遺憾なく発揮できたと思う。体験ブースがそれぞれ魅力ある名店ショ

セミナーを開催しました。今年から開始された制度です。通知ガ

ップの装い、個性あふれる店構えでお客様をいっきに引き込み楽しませる。

ードは手元に届いたが、マイナンバーカードを作らないと何が困

各団体の自己紹介が行われ、交流会は終始、和やかな雰囲気

るのか。また企業や法人の場合のセキュリティーに関する事、疑

に包まれながらも、活動紹介、開催イベントのチラシ、名刺を

問が多い中『マイナンバー制度とは何か・運用・導入による日本

持参していただいたこともあり、スムーズに推移し、熱い盛り

の将来像』の内容で解説を頂きました。その後受講者の皆さんと

上がりを見せていました。

パネル展示は名店と名店の間に配置され、ウィンドウショッピングでも飽きさ
せない写真展のような存在、その作者の意図をダイレクトに印象づけ、前橋の魅
力の“今”と“これから”、さらには世界が抱える市民の問題に初めて目に触れる人に

マイナンバー』の

また、参加者からは、
「参加し

の質疑応答も活発に行われました。

も解りやすく、イントロダクションにはうってつけ。ステージ発表は企画イベン

た。

まだまだ理解を深めるには時間が

てよかった」
「交流や、つながり

ト会場で行う迫力あるアトラクションの様相。生き生きとした演出とそのパフォ

掛りそうですが、本日のセミナー

が持てた」と当日はもとより、

ーマンスで前橋の元気を印象づける。今回のお祭りにおける大きなテーマは二つ

が一助になればと思います。

その後も次回の開催についての
要望が多く寄せられました。

「Ｍサポ登録団体同士のかかわり、協働を通して相互の活動の理解を深めること」
「一般の方々に広く市民活動を知っていただくこと」更に今後もＭサポふれあい
祭りを通して、多くの前橋市民の方々と繋がるチャンスを少

3 月 7 日（月）
、前橋テルサにて、起業に興味のある方や起業

けて欲しいと思います。
Ｍサポふれあい祭り実行委員長

春のＭサポクリーン活動参加者募集

起業家交流会

しでも広げて行く気持ちを抱きながら、それぞれの活動を続

鈴木正知

して間もない方を対象に起業家交流会（前橋市主催）が開催され

周辺にて、春のＭサポクリーン活動を行います。

ました。第一部は、様々な支援機関による支援事業のリレースピ

（受付：７：３０～前橋プラザ元気２１北側フレッセイ前）

ーチ、第二部は無料相談会に、支援機関として M サポも参加し

前橋市市民活動表彰
今年度で第２回目となる「前橋市市民活動表彰」の表彰式

が、
「Ｍサポふれあい祭り」

のオープニングに先立ち行われました。
市民活動表彰は、市内において公益的な市民活動を行っている団体のうち、ひたむきで

５月１５日（日）８：００～９：００、前橋プラザ元気２１

当日直接、集合場所にお越しください。軍手、ほうき、ちり

ました。
『社会的な課題の解決』を

とり、ごみ取りトングなど、清掃用具は

目的として事業を取組む場合、特定

各自お持ちください。

非営利活動法人としての起業をお話

ご参加、ご協力をお待ちしています。

しました。起業家の方々の熱気溢れ

（小雨決行、大雨中止）

る会場でした。

地道な取組みを成果へと結び付け、こころ豊かな前橋のまちづくりに貢献された団体に対
して、前橋市が表彰を行うものです。今年度は、推薦された団体から審査を経て、
「NPO
住まいづくり相談室」
「M サポラフター会」
「ＳＩＥＮ２（シエンツー）
」
「総社秋元公顕彰
会」
「東北被災地支援ボランティアクラブ」の５団体が表彰団体となりました。

まえばし市民提案型パートナーシップ事業

市民と市が互いに協力して課題解決に取り組む「まえばし市民提案型パートナーシップ事業」の公開プレゼンテーション及び審査委
員会が、2 月 27 日(土）に開催され、下記の 6 事業が採択となりました。採択された事業は、平成 28 年度に提案団体と市の協働事業と

表彰式では、前橋市長より各団体の代表者へ感謝状が手渡されました。

して実施されます。
■採択事業

M サポセミナーレポート
「リアルな助成金活用」

M サポセミナーレポート
「すっきり・ドッキリ魅せる、チラシデザインのコツ」

採択事業決定

３月１２日（土）中央公民館５０６学習室にて、さいたま市

３月１６日（水）Ｍサポ交流スペースにて、ＮＰＯ法人ＣＡ

市民活動サポートセンター長大工原潤氏を講師に迎え、
「Ｍサポ

ＮＰＡＮセンター代表理事・山田泰久氏を講師に迎え、
「Ｍサポ

セミナーすっきりドッキリ魅せる

チラシデザインのコツ」を

セミナーリアルな助成金の活用」を開催しました。平日１８時

開催しました。前半は、コトバの大事さ等を受講後、各自が日

からの開催にもかかわらず３０名近くの方にご参加いただきま

頃の活動や所属団体のイベント等のキャッチコピーを考え発

した。

表、参加者全員が最も気に入ったものに投票、それを講師が評

セミナーでは、助成金の申請にあたっては、申請書の書き方

価、解説する、実践的なワークを行いました。後半は、書体、

以前に、助成金を受けようとする事業が、団体の発展に寄与す

色合い、配置等によるインパクトの違いを実例を交えて学びま

るものか、広く地域や社会、他の団体にも還元できる事業であ

した。今回の講義により、チラシ

るかなど、まず事業そのものを

作成の仕方で、外部への訴え方に

検証することが必要等を学び、

大きな違いがでることを実感しま

審査する立場で考えることの重

した。参加者の皆様、講師の方、

要性を痛感しました。参加者の

誠にありがとうございました。

皆様、講師の方、誠にありがと
うございました。

※受付順
事業名

団体名

市担当課

事業概要

1

高齢者世帯等の住居安全対策事業

NPO 法人群馬県建築工事
連絡協議会

危機管理室
消防局予防課

高齢者等の住宅安全対策として、火災警報器・家具転倒
防止器具の出張取付けを行う。

2

市民後見人「基礎＆実務」講座開催
事業

特定非営利活動法人成年
後見センター群馬

介護高齢課

認知症や要介護の高齢者が地域で安心して暮らせる環境
をつくるため、財産管理や権利義務関係の支援を行う「市
民後見人」を養成する。

3

前橋ツムギマチプロジェクト
～空き家の“見える化”から地域のつ
ながりへ～

前橋空プロ

建築住宅課

空き家の利活用を促進するため、空き家にまつわるスト
ーリーやオーナーの思いなどを物件情報と併せて情報発
信する「空き家バンク WEB」を運営する。

4

小中学生の携帯電話利用問題に対
する総合的な支援

特定非営利活動法人青少
年メディア研究協会

青少年課

小中学生の携帯電話適正利用につなげるため、講習会や
診断ツールを活用したテスト等を実施する。

5

市内小中学校への「心肺蘇生法と命
の尊さを学ぶ授業」の導入

群馬ＰＵＳＨ

消防局警防課

短時間で簡単に心肺蘇生法が学べる「PUSH コース」を
使った「命の尊さを学ぶ授業」を小中学校で開催し、「助
かる命を助けられる」人材を育成する。

6

スマートサイクル
EcoCityMaebashi

特定非営利活動法人
地球温暖化防止ぐんま
県民会議

交通政策課

「自転車のまち前橋」を推進するため、エコマッ
プを作成し、市民がまちなかに自転車で行きやす
い、行きたくなる環境を整える。

