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募集情報

「登録団体活動紹介パネル展」参加団体募集

「Ｍサポ元気お届けたい」を募集！

Vol.21

「登録団体活動紹介パネル展」を、Ｍサポふれあい祭り当日

Ｍサポでは、地域や自治会の行事、町のいきいきサロン、各

までの１８日間開催いたします。日頃の活動や研究・学習の成

種施設、病院等で特技、パフォーマンスを披露してくれる、団

果、作品紹介やイベント告知等、団体の活動を広く市民の皆様

体、個人のボランティア「Ｍサポ元気お届けたい」を募集して

にＰＲできる良い機会です。毎年、各団体の見ごたえのある活

います。行っていただく方の元気で相手先が元気に、喜んでも

動紹介パネル展には、多くの来場者が見入っています。是非ご

らった感謝で行った方が元気に、それが「Ｍサポ元気お届けた

参加をお待ちしています。

い」です。また、「Ｍサポ元気お届けたい」の派遣依頼も受け

●期間：平成２９年２月８日（水）～２月２５日（土）

付けています。

●場所：中央公民館ホワイエ

●団体、個人とも登録申込み、お問合せは

●募集団体：先着３０団体

2016.Oct

Ｍサポまで。

※「Ｍサポふれあい祭り活動紹

介パネル展」の参加団体は、申込み不要です。
●展示方法：有効ボード１面（横１８０ｃｍ×縦１２０ｃｍ）
、

８月・９月の新規登録団体

要望により長机１台

（９月３０日現在、全登録団体数：３０８団体）

●申込み：１１月１５日（火）までに同封の申込書を提出

☆特定非営利活動法人

「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２５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。

群馬ダルク

依存症を抱える人等の回復を支援する団体。リハビリテーション施設
の設置等で健全な社会生活の増進を行う。
☆前橋オカリナ愛好会
オカリナを使った演奏活動をする団体。市内で演奏活動を行うほか老
健施設でのボランティア演奏を行う。
☆特定非営利活動法人

まえばし農学舎

農と食に関する活動を行う団体。前橋市民等に対し「本物に触れる特
別な体験」をテーマに地域活性化を行う。

群馬の視覚障害関係諸課題の健全な解消・発展を図る団体。教育・医

日時：１０月１９日（水）１８：００～２０：００

療・保健等に反映させる活動を行う。

会場：Ｍサポ交流スペース

☆一般社団法人

対象：参加団体担当者（各参加コーナー１名）

ＮＰＯ法人

☆群馬の視覚障害教育を考える会

あなたは気持ちが落ち込んでしまった友達がいたら、どのような
言葉をかけますか？
こんな時にゲートキーパーは友達の気持ちに共感して「最近〇〇

あびりてぃ

障害者、高齢者および既存の福祉制度の対象にならない方を対象とし

さんの様子が気になっていたんだ。何かお手つだい出来ますか？」

たフリースペースを運営する団体。

などと声をかけ、もし「死んでしまいたい」などと言われた時には、

スタッフのつぶやき

共感・感謝・約束の heart メッセージを送ります。

『秋を楽しむ』

食欲の秋、美味しさを求めリンゴ狩りに行きたいです

（Ｓ・Ｈ）

秋のえびす講、今年も大切にお迎え。無事な一年に感謝です（Ｔ・Ｋ）
秋といえば栗♪おいしいモンブランを探す旅にでます

（Ｍ・Ｉ）

フルーツの秋、栗の渋皮煮に初挑戦したい

（Ｎ・Ｏ）

紅葉を見ながら、秋の味覚や温泉が楽しめる旅がしてみたい（Ｔ・Ｙ）
かぼちゃを丸ごと使ったグラタンを作ってみたいです！

前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）
URL

日本ゲートキーパー協会

このような声掛けを“味方になりきるコミュニケーション”とし
て、多くの方々が身に付けることで、自殺対策につなげる事ができ
ると思います。
また、福島県飯舘村への傾聴ボランティア活動を継続的に行い、

伊達東仮設住宅にて

仮設住宅にお住いの皆さんのお話を聴かせていただいています。
理事長

（Ｙ・Ｓ）

大小原

利信

ゲートキーパー養成講座の予定

http://maebashi-shiminkatsudo.jp

e-mail 21@maebashi-shiminkatsudo.jp
発行日：平成 28 年 10 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
開館時間：午前 10 時～午後 10 時（事務所は午後 7 時まで）

日時：１０月１６日（日）１１月３日（木）
１３：３０～１６：３０
場所：Ｍサポ会議室
問合せ：０２７４－６７－１９３３に電話をお願いします。
不在時は改めて幣ＮＰＯよりご連絡させていただきます。
ゲートキーパー交流会

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

Ｍサポイベントなび
助成金セミナー

秋のクリーン活動

「いつもの活動」を「社会の活動」にするために

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

県社会福祉協議会中越信一氏、県共同募金会星野久子氏を講師

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

に招き、助成金申請のポイントを学び、より社会性の高い申請事

ＳＲ）の機会として、前橋プラザ元気 21 周辺の落ち葉掃き、ご

業を企画するためのセミナーを開催します。助成金申請の際に押

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。

さえるべきこと、助成する側が考えていることもお話しいただけ
ます。申請事業を客観視しながらブラッシュアップするワークも
期待大です。
●日時：１１月１６日（水）
１８：００～２１：００
●会場：Ｍサポ

Ｍサポイベントレポート

※まえばし地域活動ポイント対象事業

●日時：１１月２０日（日）８：００～９：００
（受付７：３０～

小雨決行）

●場所：前橋プラザ元気 21 北側

フレッセイ前

●申込：不要(直接集合場所へ)
●持物：軍手、ほうき、ちりとり、ごみ取りトング等の清掃用具

●対象：福祉分野で活動する

分野別交流会

傾聴ボランティア入門講座
「ＮＰＯ法人 日本ゲートキーパー協会」の大小原利信さんを

１０月１日（土）に開催した「分野別交流会」は、今年度初め

講師に迎え、９月１６日、２３日（金）の２回講座で「傾聴ボラ

て実施した事業で、多種多様、多面的な市民活動から「保健・医

ンティア入門講座」を開催しました。

療・福祉の増進」
「地域安全」に関係した１６団体２２名の参加が

「相手の気持ちに寄り添って聴くとはどういうことか」を、グ

ありました。市の介護高齢課から、次年度スタートする「新しい

ループワークを通じて体験し、
「味方になりきるコミュニケーショ

総合事業」についての情報提供がありました。その後、５グルー

ン」を学びました。

プに分かれたグループワークでは、前橋市社会福祉協議会、同ボ

講座終了後に、市内で施設訪問などの活動をしている傾聴ボラ

ランティアセンターの職員の方々がファシリテーターとなり、円

ンティアグループすみれ会、ＮＰＯ法人つなぎ手の方より団体の

滑かつ和やかに、それぞれの活動など、活発な意見交換が行われ

活動紹介をしていただき、

ました。予定時間を多少オ

傾聴ボランティアの活動を

ーバーしながらも盛会のう

知ることができました。

ちに閉会となりました。

今後、この講座を受講さ

今回の交流会をきっかけ

れた方が様々な活動に傾聴

に、次につながり、今後の

●定員：２８人（先着順）

スキルを活かせる事を期待

活動が発展されることを願

●参加費：無料

しています。

っています。

ＮＰＯ、ボランティア団体
、地域活動団体等

●申込：１１月１０日（木）までにＭサポ窓口・電話・ＦＡＸ・
メールにて、氏名・団体名・住所・電話番号・主な活動内容・
関心のある分野・活動年数・予算規模・主な助成履歴をお知

協働ＮＥＷＳ

らせください。

市民活動表彰の推薦を募集！
初めての一眼『写真ワークショップ』
伝わる画像で情報発信！

つながる“３分”プロジェクト
手をつなごう

地域・ＮＰＯ・企業

チラシや報告書などで画像を使用する機会は多くあります。伝

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」

わる画像の撮影を、一眼カメラを使用し実習します。カメラは用

を 3 分間のプレゼンテーションで発表します。ＮＰＯ、地域、企

意いたしますので、手ぶらでご参加ください。Ａ、Ｂ各時間帯の

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

内容は同じです。ご都合の良い時間にご参加ください。

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。

●日時：１１月２２日（火）

この交流の機会にぜひ、ご参加をお待ちしています。

Ａ（午後の部）１４：００～１６：００

参加者募集

Ｂ（夜間の部）１８：３０～２０：３０
●会場：Ｍサポ会議室

●対象：地域活動に関心のある市民活動団体・ＮＰＯ団体・ボラ

●対象：一眼カメラを使ったことがない人で、市民活動を行って
いる人、及び市民活動に関心のある人
●定員：Ａ、Ｂの部

各６名（先着）

●参加費：無料
●申込：１１月１９日（土）までにＭサポ窓口・電話・ＦＡＸ・

ンティアグループ・市内企業・学校等
●募集団体：３０団体
●申込：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写真、イラスト、図面等

メールにて、時間帯、団体名・氏名（ふりがな）
・住所・

①、②を当センター宛て郵送、ＦＡＸ、メールまたは

電話番号をお知らせください。

直接窓口でお申込み下さい。

（ＦＡＸの場合は定員に達した場合のみご連絡します）

観覧者募集
●日時：１２月４日（日）１３：３０～１５：３０
●場所：前橋プラザ元気２１
●申込：不要 当日直接会場へ

中央公民館 501・502 学習室

～空き家を生かした地域コミュニティづくり～

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

今年度の市民提案型パートナーシップ事業の採択事業である

つけている団体を「Ｍサポふれあい祭り」
（平成２９年２月２５日

「前橋ツムギマチプロジェクト」。「空き家バンクＷＥＢ」を開設

（土）
）で表彰します。皆様からの推薦をお待ちしております。

し、空き家の持ち主と空き家を活用したい方のマッチングに取り

（自薦、他薦どちらも可能です）

組んでいます。

●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
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

今回は事業の一つとして、空き家等を活用したコミュニティデ
ザインに関する「空き家フォーラム」を開催します。空き家等を
活用して、いつまでも安心して暮らせるまちをつくるためのアイ
ディアを考えませんか。まちづくりに興味のある方や空き家等の

●募集期間：１０月１日（土）～１１月３０日（水）

不動産をお持ちの方など、どなたでもご参加いただけます。参加

●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

無料、予約不要ですので、当日は直接会場へお越しください。

まで提出して下さい。
※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

●募集期間：１１月６日（日）

空き家フォーラム

ドできます。また、生活課、Ｍサポ、各支所、市民サービス
センター等でも配布しています。

●日時：１０月１８日（火）
１９：００～２０：３０（１８：４０開場）
●会場：前橋市総合福祉会館２階
●講師：山崎

亮さん

多目的ホール

コミュニティデザイナー

