
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍ サ ポ イ ベ ン ト 情 報 ウェブ申込はこちら 

イベント名 日時 内容 締切 場所 / 定員 

ファンドレイジングカフェ 

潜在的寄付者の発掘 

Mサポ相談会 

SDGｓはじめの一歩！ 

つながる３分 
プロジェクト 

秋のMサポクリーン活動 
中止の 

お知らせ 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止とさせていただきます。 

安心・安全に参加していただけるよう、新しい生活様式で実施できる 

イベントを検討しています。皆様とお会いできる日を楽しみにしています。 Mサポふれあい祭り 

※詳細・申込はＭサポまでお問合せください 

 

 
 

・コロナ禍における団体活動 

アンケート 結果報告 
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つなぐ 交わる 広がる  前橋市市民活動支援センター情報紙 

開館時間：午前 10時～午後 7 時 

（会議室・ミーティングブース・交流スペースは午後 10 時まで） 

※K′BIX 元気 21まえばしは午後 10 時に閉館します。 

8/16(日) 8/23（日） 9/27（日） 10/25（日） は休館日です。 

※印刷機・紙折り機はご利用できません。 

8 月・9 月・10月の休館 

このたび、センター長を務めることになりました 

内田宣彦です。当センターは在職中にご縁があり、 

微力ですが少しでもお役にたてればと思っています。 

「コロナ禍」でセンター事業の実施は、従来の手法で

は難しくなっています。登録団体はじめ関係皆様の 

お力添えをいただきながら努める所存です。 

どうぞよろしくお願いします。 

９/３０（水）（必着)までに市役所生活課へ郵送、
メールまたは直接持参 

 

 

子どもの体験活動・読書活動への助成金説明会です。 

皆様の力で子どもたちの体験の機会と場を増やしませんか？ 

＜日時＞ 

9/24（木）18:00~20:00 

＜場所＞ 

中央公民館 501学習室 

事業説明 

動 画 

【共催】 特定非営利活動法人 市民活動を支援する会 

■補助金ではない？  

本事業では「補助金」ではなく「負担金」という名

目で事業費を支出しています。これは単に団体の

活動を支援するということではなく、「行政にも 

メリットがある事業」を求めていることを意味して

います。団体と行政それぞれの強みを活かし、協

働による事業の相乗効果を狙いましょう。 

令和元年度に実施した３事業について、協働の成果を発表します。 

新型コロナウイルス対策としてＷｅｂ会議システム【Ｚｏｏｍ】を使用して

開催します。 

今年度提案を検討している団体は参考になるので是非ご参加ください。 

※参加希望者は前橋市生活課へ事前申し込みが必要です。 

 

氏名（ふりがな）、所属（ふりがな）、住所、電話番号を

ＦＡＸ、メールにてお申込みください。 

<主催＞ 

群馬県からっ風『体験の風をおこそう』運動実行委員会 

(事務局)国立赤城青少年交流の家 
TEL 027-289-7224  FAX 027-289-7226 

MAIL karakkaze@niye.go . jp  

＜申込締切＞ 

9/16（水） 

＜定員＞ 

30名 

◎ まえばし市民提案型パートナーシップ事業に関するお問合せ 前橋市生活課（027-898-6510） 

趣味：ウォーキングで健康づくり、山歩きにも挑戦中!! 

市民と行政とが地域課題解決のため一緒に取り組む  

申込方法 

自由テーマ｜普段の生活の中で地域課題と感じているもの 

 
規定テーマ｜市から提示したテーマに関する事業提案を募集するもの 

◆前橋の未来を考える（市民ニーズ調査） 

◆SNS を活用した本市の魅力発信事業 

◆外国人住民の活躍促進 ～誰もが活躍できるまちに～ 

◆若者の市内定着促進 

※規定テーマの詳細は募集要項をご確認ください。 

募集テーマ 

詳細はこちら  

子どもゆめ基金募集説明会 

未来を担う子どもたちに大きな夢を 

・子どもゆめ基金募集説明会 

・新センター長就任のご挨拶 

申込み 

■負担金  上限４０万円 
至仏山から燧ヶ岳、尾瀬ヶ原を望む 

日時 申込 詳細 

８/２３（日） 

13：30～15：30 

8/２０（木）までに前橋市生活課へメール 

 

市ホームページを

ご覧ください。 

 

 
市民活動のノウハウを生かして、市と一緒に問題を解決しませんか  



 

 

 

 

 

 

コロナ禍における団体活動アンケート  結果報告  

実施期間   令和 2年 6月 10日～7月 15日 

対象者     Mサポ利用登録団体及び市民活動団体 

回答数     48 

回答方法   窓口  WEB（Googleフォーム）  mail  FAX 

アンケート実施内容  

特  集 

Ｑ４. どのようなイベント、活動を計画していますか？ 

また、実施される場合の工夫があれば教えてください 

・ランチと食品配布 

・LINE ブログ、Instagram、Facebook で、動画配信 

・類似団体との連携活動 

・子育てサロンを Zoom を使って開催 

・LINE を活用した 10 代の LGBT 相談 

・外出できないママたちのオンライン座談会を新規計画。クラス開

催は zoom を使いオンライン授業に切り替え。 

・年間事業計画の中にある年 3 回の研修会を開催することができ

るよう計画を立てたり、個人でできるボラを集めて、福祉作業所

にお送りしたりできるとよいなと計画中です。 

・講座、映画会を予定しています。県・市のガイダンスに従って実

施する。 

21%

4%

21%37%

17% 電話

電話とFAX

メール

SNS

その他

Ｑ５. 差し支えなければ、イベント、活動を実施できな

かった理由を教えてください 

・場所が使えない。3 密。年配が多い。運営費の確保。 

・会場が使用出来ない 

・外出自粛で、それぞれの家族に高齢者や病気の人がいて感染

を避ける為に集まるのを中止せざるを得なかった 

・コンサート会場が密になってしまうため。 

・公民館などの利用休止 

・病気の会であり、免疫を落とす治療をしている患者さんもい

るのでリスクが大きいため、コロナ禍ではリアルでの会合が

できなかった。 

・子どもたちを集めてのイベントだから 

Ｑ１０. 団体の種別 

Ｑ８. 今後の活動において、団体内での課題はあ

りますか？ 

・新しい生活様式を、現実の活動にどうに合わせる

か？ 悩んでいる。 

・運営費（ニーズの高まり、参加者数に比例し運営費が

倍増）若い世代の参加募集、仕事の偏り 

・状況の変化の見通しが定まらず、長期計画が困難 

・会員、支援者、連携先の拡大 

・メールやオンライン会議のできない高齢者対策 

・共に「ふれあい」ながら「関わり」「つながって」い

くことを大切にしてきたので、新しい生活様式の中

で「ふれあう」ということをどのように捉えていった

らよいのか。 

・自分達がやっている事を、無理の無い範囲でいかに

して小さな活動で良いから繋げて社会貢献するか？ 

・コンサートの準備をしても、また開催できなくなる

恐れがあることを念頭に置かなければいけないこと。 

・コロナ禍では zoom 等の web を利用してのミーティ

ングやリモート交流会は必須になってくると思う

が、役員も高齢化していて意欲がないメンバーもい

る。また対象となる会員やその他の患者さんでも

web を使える人と使えない人（ネット環境なども含

めて）がいるため開催が難しい。 

Ｑ９. 団体の活動分野（主な活動を１つ選択） 

67%
10%

23%
ある

ない

見通しがつかない・何も決まっていない

Ｑ３. 今後計画しているイベント、活動はありますか？ Ｑ２. 現在の団体内での主な情報共有の方法を

教えてください 

Ｑ１. 新型コロナウイルスで、どのような影響がありましたか？（複数回答可） 

Ｑ６. 今後の活動において特に必要な支援について当てはまる

ものを選択してください（複数回答可） 

Ｑ７. 今後、Ｍサポでオンラインセミナーを開催したときに希望する

テーマを教えてください（複数回答可） 
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18 
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32 
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11 

66%

14%

5%

15%
ボランティア団体

特定非営利活動法人

一般社団法人など

その他

27 

6 

2 

6 

11%

16%

11%

24%

5%2%

2%

5%

16%

4%
4%

保健、医療又は福祉

社会教育

まちづくり

学術、文化、芸術又はスポーツ

環境の保全

地域安全

人権の擁護又は平和推進

男女共同参画社会形成

子どもの健全育成

情報化社会の発展

市民活動団体の運営又は活動

連絡、助言又は援助活動 

5 

7 
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11 

2 

1 

1 

2 
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2 
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※自由記述は一部抜粋。 
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