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登録団体情報
登録団体交流会

平成３０年度ロッカー等利用申請受付
M サポの「団体用ロッカー（鍵付／鍵なし）
」
「メールボック

Ｍサポでは、登録団体間の交流と情報交換を通じ、団体の活動

ス」
「用紙保管用ロッカー」の平成３０年度利用申請受付および

の活性化、事業の拡充につなげていただけるよう交流会を開催い

ロッカー抽選会を実施します。

たします。

●申請期間：３月２３日（金）１９：００まで（必着）
●提出方法：利用申請書を①窓口②ＦＡＸ③メールいずれかで
●抽選日：３月２４日（土）受付：９:３０～１０:００
抽選：１０:００～１１:００
※１０時までに受付をされない場合抽選に参加できませんのでご注
意ください。詳細は同封の案内をご覧ください。

当日は、代表者の方だけでなく、広く会員の方の参加もお待ち
しております。名刺及び活動紹介のパンフレット等の資料をご持

2018.Feb

参ください。
●日時：３月２４日（土）１１：００～１２：００ (終了予定)
●場所：Ｍサポ交流スペース

Ｍサポ登録団体紹介

●申込：３月１７日（土）
までに窓口、電話、
ＦＡＸ、メールに
て、申込書を提出
してください。

鍵なしロッカー

鍵付ロッカー

メールボックス

Ｍサポイベントなび

１２月・１月の新規登録団体

来て！見て！笑って！つながろう♪Ｍサポふれあい祭り

（１月３１日現在、全登録団体数：３２７団体）

Ｍサポ登録団体が集まり、活動内容を紹介します。ステージ
では、パフォーマンスやプレゼン、ホワイエでは実演・体験コ
ーナーやパネル展示、食のコーナーやスタンプラリーもありま
す。皆様のお越しをお待ちしています。
●日時：２月２４日（土）１０：００～１５：００
●会場：前橋プラザ元気２１ ３階
●問合せ：Ｍサポふれあい祭り実行委員会事務局 027-210-2196

登録団体活動紹介パネル展
登録団体活動紹介パネル展の展示が始まりました。今年度
は、２４の団体の活動紹介で、見どころ満載です。
●会場：前橋中央公民館ホワイエ（Ｍサポ隣）
●展示期間：平成３０年２月１１日（日）～２４日（土）
９：００～２２：００（最終日は１５：００まで）
スタッフのつぶやき 『今年やってみたいこと』
腰痛も改善したので、利根川サイクリングロードで風と一体となりたい（Ｓ・Ｈ）

ピアノで遊んでみたいな♪～
エジプトに行ってピラミッドを見たい
作れる料理を増やす。揚げ物に挑戦！（料理が苦手）
まだ行ったことのない四国や神戸などを旅してみたい
ボルダリングで体幹を鍛えたい

（Ｔ・Ｋ）
（Ｍ・Ｉ）
（Ｎ・Ｏ）
（Ｔ・Ｙ）
（Ｈ・Ｆ）

特定非営利活動法人 Mam’s Style
子育てと仕事を楽しむママの会。地域社会に溶け込んだ子育ての
コミュニティを促進及び創出する活動を行う。
一般社団法人 アクティビティサポート
地域住民や有資格者等と連携し、高齢者の外出付き添い、宿泊支
援、子育て世代の支援等を行う。
公益社団法人 日本山岳会群馬支部
登山の指導奨励に必要な集会、研究会、講習会の実施を通じ、登
山の安全確保、自然環境保全等の啓発を行う。
敷島交友倶楽部
地域の子供たちのために「ホタルまつり」や新年の行事「どんど
焼き」などを実施し、子供の健全育成に寄与する。
特定非営利活動法人 尾瀬愛しむ会
尾瀬国立公園支援のボランティアを行う。チャリティーイベン
ト・コンサート等を実施し、尾瀬保護財団に寄贈する。
特定非営利活動法人 群馬キャリア・コンサルティング協会
キャリア形成上の支援活動やキャリア・コンサルティングの研
究、普及に関する事業を行う。
特定非営利活動法人 つなぐ
児童発達支援事業所、放課後等デイサービスなどを運営する団
体。障害を持つ子どもの個性を伸ばす支援を行う。

前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）
URL

http://maebashi-shiminkatsudo.jp

ストレッチと語る会
まえばし赤城山ヒルクライム給水所

前橋ランナーズ
私たち前橋ランナーズは前橋を拠点として活動する市民ランナ
ーの会です。創立は昭和 53 年 5 月で今年は 40 周年を迎えます。
会員の走力アップの練習会や大会への参加だけでなく、会の行
事として前橋シティマラソン大会、あかぎ大沼・白樺マラソン大
会、まえばし赤城山ヒルクライム、ぐんまマラソン大会のボランテ
ィア等での運営協力などの社会貢献事業にも取り組んでいます。

会員数は 70 余名、会員の平均年齢も高くなっていますので、最
近は無理なく健康で活動できるような行事も多く行っています。
これらの会の活動や各地の大会への参加状況は月刊『ラン＆ウ
ォーク』を８P で発行し、平成 30 年１月で第 408 号を数えました。
巻頭言にはその道の達人に走り等に関しての活動や想い出等の
執筆をお願いして参りました。特に山西哲郎先生（本会特別顧問）
には四季の移ろいを、世界を股に掛けた走りの体験に基づく文章

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

給水所横目に通過の早い人

紙面には会の活動状況や会員の皆さんの体験に基づく貴重な思
い出も投稿の形で報告させて頂いております。このような活動を
ホームページも参考までにご案内させて頂きました。

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

まえばし赤城山ヒルクライム

を飾らせて頂いております。

Web 上にもアップし、公開しております。右欄の前橋ランナーズ

開館時間：午前 10 時～午後 10 時（事務所は午後 7 時まで）

藤井コーチ

しての練習会も実施して参りました。

発行日：平成 30 年 2 月 14 日（隔月発行）
tel.027-210-2196 fax.027-237-0810

ノルディックウォーク練習会

平成 29 年度は月例会としてストレッチと語る会やサブ 5 を目指

e-mail 21@maebashi-shiminkatsudo.jp
〒371-0023 群馬県前橋市本町 2－12－1 前橋プラザ元気 21／3Ｆ

鈴木コーチ

ボランティア集合

ご賛同頂ける方はお気軽にご連絡をください。
会長

小須田

稔
前橋ランナーズ

クリック

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

前橋市市民活動支援センター１０周年記念事業 『地域が輝く市民活動』

～Ｍサポがつなぐ前橋の協働～

前橋市市民活動支援センターが公設民営に移行し、10 年経過しま

Ｍサポセミナー
子ども支援団体のための助成金活用

ＮＰＯ法人の日々の管理、運営、滞っていませんか？

助成金セミナー

ＮＰＯ法人の運営

した。そこで、平成 30 年 1 月 28 日（日）
、10 周年記念事業を開催し
ました。会場の前橋市中央公民館ホールは、満席となりました。

まえばし地域活動ポイント対象事業

「ドコモ市民活動団体への助成」の概要、助成対象活動の説明、

このセミナーでは事業報告書、活動計算書など、ＮＰＯ法人が

講演会では、『市民の力が活きる素敵な街づくり～参加が生み出す

申請書を書くポイントや、質疑応答、個別相談を行います。助成対

提出すべき書類、提出先機関、監査のチェック事項等をお話しし

自治の街～』と題し大阪ボランティア協会常務理事 早瀬昇氏が、ご講

象活動は「子どもの健全な育成を支援する活動」
、
「経済的困難を抱

ます。加えて専門の立場から、労務士の先生よりスタッフ雇用に

演されました。ボランティア、市民活動、公益性、協働など、独特の

える子どもを支援する活動」に取り組んでいる団体です。

関してなどのお話を伺います。

●講師：ＮＰＯ法人 モバイル・コミュニケーションファンド

●講師：群馬労務サポート

関西弁で、温もりを感じる、分かりやすい伝え方で、お話してくださ
いました。限られた時間のなかで、たくさんのメッセージを頂き、会

理事・事務局長

場内は、時に笑い声も響きながら、熱い雰囲気に包まれました。

峯岸

和雄氏

●会場：Ｍサポ会議室

●会場：M サポ会議室（参加費無料）

行はＭサポ運営団体萩原が務めました。それぞれの立場からのお話は

●対象：NPO 法人、ボランティア団体、市民活動に関心のある人

興味深いものでした。

●申込：Ｍサポ窓口・ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにて
1 氏名（ふりがな）②団体名③住所④電話番号
○

その後、同会場で交流会が開催されました。この場でも、講師早瀬

●定員：先着２４人
●申込期限：3 月 4 日（日）

●申込期限：３月２日（金）

した。

●参加費：無料
①氏名（ふりがな）②団体名③住所④電話番号

●定員：先着２０人

までＭサポを支えてきてくださった方々など、懐かしい顔も見られま

●対象：ＮＰＯ法人、及びＮＰＯ法人に関心のある人
●申込：Ｍサポ窓口・ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにて

⑤個別相談：希望する・希望しない

氏は、参加者に、丁寧に相談に応じていました。交流会場には、これ

渋谷庸介氏

●日時：3 月 8 日（木）１８：００～２０：００

●日時：３月７日（水）１８：００～１９：３０

講演後、講師早瀬氏、前橋市長山本氏によるトークセッション。進

社会保険労務士

これまで、そしてこれからの大きな節目となった一日でした。ご来
場者の皆様、この度の開催にあたり、たくさんの方々にご協力頂き感
謝とお礼を申しあげます。

登録団体活動レポート
たくさんの方々にアンケートの回答いただき、ありがとう

みんなのいばしょ『あつまれ前橋スポット』

ございました。一部ご紹介させていただきます。

１０周年にあたり～感謝とお礼～
前橋市市民活動支援センターが公設民営のセンターとなり平成 29

・市民協働まちづくりには市民の力が必要です。早瀬先生のお

あつまれ前橋スポットでは、調理、食材、仕入れや配送

なう。これにつきると思います。

勉強・ランチ・読み聞かせ・ゲームを通して、子どもの居場所づくり

の調整、広報など、ご自身のあいている自由な時間を利用

を月１回（夏、冬休みは月２回）行っています。美味しい手作りご飯

・市民活動の大切さを、人と生きるという点でこれからどう人生を

して一緒に活動するボランティアさんを募集しています。

を食べて、面白いお話を聞いて、勉強して、みんなで楽しく過ごす温

送っていったらよいか、さらに強く意識付けていただきました。テン

かな場所として、全員がボランティアで活動しています。

話にあったとおり、行政、市民、企業それぞれができるパートをに

とができましたのも、ひとえにみなさまからのご支援、ご協力の賜物
であり、ここに改めて深く感謝とお礼を申し上げます。

ポの良い講演で、しかも具体的でわかり易く、お話にひきこまれま

会館内に開設いたしました。
平成７年の阪神淡路大震災における被災地の復興で、市民の自主的
な活動やボランティアの活躍が脚光を浴び、平成 10 年 12 月に特定
非営利活動促進法が施行されました。これを受け、平成 11 年度から
前橋市では、ＮＰＯ・ボランティア等市民活動団体が活動しやすい環
境整備や市民活動の活性化を図るための数々の施策を実施されまし
た。

～勉強・ランチ・読み聞かせ・ゲーム～
みんなのいばしょ「あつまれ前橋スポット」は、

年 12 月に 10 周年を迎えることができました。この節目を迎えるこ

前橋市市民活動支援センターは、平成 17 年 4 月に前橋市総合福祉

Ｍサポ登録団体の活動を
Ｍサポスタッフがレポートします！

Ｍサポ登録団体

1 月 7 日の「あつまれ前橋スポット」は、M サポ登録団体である日

した。トークセッションも本音の部分でのお話もあり、多方面から

本ＦＰ協会群馬支部が参加して、おこづかいゲームが開催されました。

ボランティアについて考えさせられました。

これは手作りのゲームで、お金のやりとりやおこづかい帳、銀行での

・早瀬講師の内容は、実際にボランティア活動をされている貴重

預け入れやお店での買い物を、疑似体験するものです。参加者、ボラ

なお話であったので、今までとらわれていた意識を変えてくれまし
た。私たち 70 代の年代でボランティア活動ができる課題を発見

ンティア、子どもも大人もみんながわいわいと賑やかで、笑顔にあふ
れていて、懐かしい家に帰ってきたような、ほっとする雰囲気でした。

した思いです。まさに地域が輝く協働社会の元年が今年になる
ようにしたいですね。

開設当初は、公設公営の市民活動支援センターでしたが、同時に、

協働ＮＥＷＳ

市民主体の運営が検討されていきました。そして、現在の前橋プラザ

【まえばし市民提案型パートナーシップ事業

元気 21・3 階に平成 19 年 12 月移転し、公設民営の市民活動支援セ
ンターが誕生しました。

まえばし市民提案型パートナーシップ事業の第２次審査として、公開

運営団体は変わっても、市民主体の団体の運営であることは、変わ

プレゼンテーションを次のとおり開催します。第１次審査（書類審査）

りません。１０周年記念事業と同様に行政と協働での運営も実践して
いきます。みなさまからのお声も寄せていただければ幸いです。
社会の課題解決のための活動、また、活動を始めようとする方な
ど、幅広い支援、そして活動に添った支援が出来るよう務めてまいり
ます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
特定非営利活動法人

市民活動を支援する会

理事長

萩原

香

を通過した８団体の皆さんが、市と協働で実施を計画している提案を発
ペポまつり

表します。１団体あたりプレゼンテーション１０分、質疑応答１５分、
入れ替え５分の計３０分で発表が行われます。

Ｍサポふれあい祭り
【運営団体】
・平成 19 年 12 月～平成 25 年 3 月
特定非営利活動法人 まえばし市民活動支援センター
・平成 25 年 4 月～
特定非営利活動法人 市民活動を支援する会

この審査を経て、来年度に実施する事業が後日決定されます。
●日時：３月１０日（土）１０：００～１５：００（入退出自由）
●会場：前橋市役所（前橋市大手町 2-12-1 ）
【定員７０名】

３階

３１会議室

公開プレゼンテーション】

