
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

『オンライン』で 
つ な が る“３分” 
プロジェクト 2020 

Ｍサポ相談会 

ＮＰＯ基礎セミナー 

活動紹介パネル展 

※詳細・申込はＭサポまでお問合せください 

『 オ ン ライン 』 で 

つながる“３分”プロジェクト２０２０ 

「こんなときこそ つながろう」…河合将生氏をコーディ

ネーターに迎え、「つながる“３分”」がパワーアップ！ 

2021 年１月２３日（土） 13:30～15:00  

第 1 部  プレゼンタイム 

「ｗｉｔｈコロナでこれからやりたいこと」または「前橋の

ためにやりたいこと」を伝えるプレゼンテーション。 

第 2 部  オンライン交流会 

発表団体や観覧者の交流会。 

新しいつながりを作りましょう！ 

 

 

 

 

 

 

交通からまちづくりを考える会  前橋  

『１０年先を考えた前橋の公共交通』  

 

 
 

・オンラインツール 

・オンライン参加方法 
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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。 

10/25（日） 11/22（日） は休館日です。 

※印刷機・紙折り機はご利用できません。 

10 月・11 月の休館 

交通からまちづくりを考える会 前橋 事務局 

  

『3％』…この数字は群馬県の公共交通利用率です。  

高齢社会に対応するためにも、公 共交通機関の充実  

が必要となります。 

昔、前橋を走っていた路面電車が復活し、人と環境に

やさしいＬＲＴ※が日常の足となるような、気軽に公共交

通を使える前橋を目標に活動しています。 

コロナ禍で、公共交通の利用に不安を感じる高齢者・

障害者のための外出支援として、バスの乗り方教室を開

催し、だれもが安全で安心な移動ができるよう、市民目

線で交通政策を提言しています。 

10 年先を考えて、これまで積み重ねられてきたまちづ

くり、公共交通の議論に、決定的な影響を与えることがで

きるような活動を目指しています。 

・『オンライン』でつながる“３分” 

プロジェクト２０２０ 

・Ｍサポホームページ リニューアル！ 

富山県高岡市のＬＲＴ視察  

桐生市のｅＣＯＭ -8 
（低速電動コミュニティビークル）視察  

登録団体 
活動紹介 

 

Facebookは

こちら 

ポストコロナ社会の公共交通 シンポジウム 

～だれでもが安全・安心に移動するために～ 

2020 

１１ /２１ (土 ) 

１３：３０～１６：３０  

前橋工科大学 

1 号館 5 階 151 教室 

イベント情報  

◎バスでご来場ください 
参加費：無料   ※事前申込は不要です 

発表団体募集  

※ＬＲＴとは…Light Rail  Transit（ライトレールトランジット）の略 。

最新の技術が反映された次世代型の路面電車のこと。  

Ｍサポのホームページがリニューアル＆スマート

フォン対 応 になりました 。より見 やすく使 い  

やすくなったＭサポホームページをぜひご活用  

ください。  

※令和元年度募金（令和２年度事業）の

配分を受け実施しました。 

（群馬県共同募金会前橋市支会 事業経費配分） 

令和２年度共同募金の配分申請受付 

第２回目は 12/15（火）まで。 

前橋市内で活動するＮＰＯ法人、任意団体等が対象です。 

＊問合せは 群馬県共同募金会前橋市支会 

Tel 027-237-1142 まで 

定  員 １０団体 

応募方法 申込フォームまたはメールにて 

申込期限 １１月３０日(月)まで 

 

コーディネーター 河合 将生氏 

ＮＰＯ組織基盤強化コンサルタント 

office musubime 代表 



 

 

 

 

方法２ 

スマートフォンにＱＲコードを読み込むアプリを

入れ、アプリを使って読み込みます。 

 

方法１ 

カメラを起動して、撮影画面にＱＲコードを入れ

るようにかざします。出てきた表示を指で押す

と、リンク先を見ることができます。 

（対応していない機種もあります） 

 

まずはＭサポへご相談ください 

Ｍサポ相談会 

Ｚｏｏｍでオンライン会議を体験できます 

オンラインスキルアップ講座 

12/18（金）開催 

Ｍサポイベント参加の流れ 
LINE（ライン） 

1対1やグループ内のやりとりが無料でで

きます。ビデオ通話、音声通話、画像、動画

の共有も無料でできます。 

Google Meet（グーグルミート） 

パソコン、スマートフォン、タブレットを使います。無料版は 

１００人まで最長６０分間の会議を開催できます。利用には

Googleアカウントが必要です。 

気軽に スマホ で Ｍサポイベント に参加しよう！ 

Ｚｏｏｍでオンラインイベントに参加する方法を紹介します  

Ｍサポ オンラインイベント開催！ 

ＮＰＯ基礎セミナー 

つながる“３分”プロジェクト２０２０ 

ロッカー抽選会    登録団体交流会 

Zoom（ズーム） 

パソコン、スマートフォン、タブレットを 

使います。無料版は３人以上の場合、 

４０分間、1対1の場合は無制限で利用で

きます。 

＜メンバーとの連絡に…＞ ＜会議、ミーティングに…＞ 

Zoom は「TechSoup」（テックスープ）で非営利団体向けに、

割引価格による提供があります。 

詳しくは「テックスープ ズーム」で検索してみてください。 

1 

2 

3 

4 

＜気軽に活動を伝えたい！＞ 

Twitter（ツィッター） 

 

1 回 140 文字以内の文章や画像、動画を 

投稿できます。 

>>ＭサポもＴｗｉｔｔｅｒをはじめました！ 

フォローをお待ちしています♪ 

Facebook（フェイスブック） 

 

文章や写真、動画を投稿できます。 

団体の活動を伝えるには「Facebook ページ」

がおすすめです。 

>>ＭサポのＦａｃｅｂｏｏｋページをご覧く 

ださい♪ 

YouTube（ユーチューブ） 

 

自分で撮影した動画をインターネット上で 

公開することができます。 

>>まずはＭサポのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを 

ご覧ください♪ 

ＱＲコードの読み込み方 

スマートフォン（Android、iPhone）を使用します 

※ガラケーは対応していない機種もあります 

できれば 

Google アカウントの作成は、Gmail 以外のメールアドレスを使

用することもできます。 

快適に参加するためには…  ＜静かな場所＞ ＜安定したインターネット回線＞ 

「オンラインツールを使ってみよう！」  

こんなお困りごと、ありませんか？ 

 コロナ禍で集まれず活動が停滞、何とかしたい… 

オンライン、名前はきいたことがあるけど、なんだかわからずモヤモヤ… 

解決のヒントになる（かもしれない）ツールをご紹介します♪ 

特  集 

必要なもの 

メールアドレス 

 

イヤホン 

または  

タブレット
イヤホン 

スマホ 

詳細は 
裏面へ 

困 っ た と き は 参 加 し よ う ！ 

詳細は 
次号 12月号を 
ご覧ください 

           を押してミーティングに参加 

招待メールに書かれているパスコードを入力して完了です。 

メールの URLからアクセス 

ミーティングＩＤを求められたら数字を入力してください。 

Ｍサポから招待メールが届く 

Ｍサポからのメールが受信できるようにしてください。 

Zoomがはじめての方は、メールの案内に従って Zoomアプリをインストールしましょう。 

イベントに申込む 

右のＱＲコードからお申込みできます。申込にはメールアドレスが必要です。 

http://… 

参 加 


	表面
	裏面

