つなぐ 交わる 広がる

と思う掲載団体が見つかったら！

Ｍサポがコーディネートします！
…

コーディネートの流れ

前 橋 市 市 民 活 動 支 援 セ ン ター 情 報 紙

Ｍサ

…

2021

特集号
VOL.52

12

ＮＥＷ

つながる“３ 分 ”
プロジェクト

この情報紙のｐ3～ｐ7 or Ｍサポチャンネル（YouTube 動画）を見て
気になる団体を Check！

２０２1
#共 創

#協 働

#SDGｓ

ともに創 り ともに働 き あしたを変 える

Ｍサポに連絡！（窓口・TEL・E-mail）
以下をお知らせください♪

福祉・健康分野で
協力したい

あなたのお名前 / 団体名（あれば） / 活動内容（あれば）

つながりたい団体名 / 内容

群馬ヤクルト販売

ソンリッサ

地域の課題へ取り組む人や
活動へ協力したい

福祉の視点から
多頭飼育崩壊を防ぎたい

Ｍサポでコーディネートを行います

誰でも参画できる
視点に発見

犬猫生活

エコ・ボランティア

福祉財団

※ご要望、お困りのこと、Ｍサポまでお気軽にご相談ください

英語での
コミュニケーションに
活用したい！
ＳＮＳの活用法
を知りたい！

EBIC Jr.
ＹｏｕＴｕｂｅ

TMR

バリアフリーな公園で
ホタルを楽しめる！

アリスの広場
ココフリ群馬

LGBTQ の外国人との
コミュニケーションツールに！

まちほけ
バリアフリー化

Ｍサポチャンネル
YouTube や
SNS の活用法を
知りたい！
編集：前橋市市民活動支援センター

発行：特定非営利活動法人 市民活動を支援する会

〒371-0023 群馬県前橋市本町 2-12-1 K′BIX 元気 21 まえばし/3Ｆ
開館時間：10：00-19：00
休館日：日曜日・年末年始（12/29～1/3）
ＴＥＬ 027-210-2196
FAX 027-237-0810
21@maebashi-shiminkatsudo.jp
http://maebashi-shiminkatsudo.jp

荻窪公園で
のんびりまったり

ハレルワ

まちほけ
共同運営

つながる“3 分”プロジェクト 2021
ＮＰＯ法人 エコ・ボランティア
荻窪公園でホタルの生息地管理と
水辺の生き物の生態を調査し、
ホタル観賞を親子で楽しめるイベントを開催
トを開催

組織の強み

できます！

・荻窪公園に住む水辺の生き物を子供たちと一緒に観察できます
・ホタルを通して環境保護を提案できます
・命の大切さとはかなさを学び「情緒豊かな人間育成」が期待できます

組織の弱み

講 評
コーディネーター

求めています！

・荻窪公園の水辺の環境管理の為の草刈り、天敵の生き物の駆除を一緒にできる方
・子供たちと一緒に水辺の生き物の観察に協力できる方
・活動に理解して賛助していただける企業

河合 将生さん

ＮＰＯ組織基盤強化コンサルタント

office musubime 代表

参加者の感想
つながる 3 分プロジェクトを通して、いろん

2

各団体の問題意識として「人（仲間や支援者、

な活動と団体、担い手の皆さんを知ることで、

次世代など）
」や「広報（活動を知ってもらいた

「前橋にはこんな活動や団体があり、こんなこ

い／必要とする人に届けたい）
」
「活動の連携・

とに取り組んでいるんだ」という発見や、自団

協力」などが挙げられました。
「つながり」をつ

体の悩みや知りたいことを、他団体の実践内容

くっていくことは、活動に必要なものを得てい

や視点から学んだり気付きがあったり、
「一緒に

くだけでなく、各団体／活動とその目的・理念

活動できることがあるのではないか」
「応援した

の背景にある地域文化や歴史、大切にしている

い！」との思いをもたれたり、つながりのきっ

価値観などを知っていくことでもあると思いま

かけを一緒につくっていった時間だったと思い

す。そうすることで、
「前橋という地域」のこと

ます。それは、自団体と相手という１対１の関

をより深く知ることにもなり、結果的に各団体

係だけでなく、前橋の多くの仲間同士のつなが

や活動に必要なつながりも地域とのつながりを

りによるコミュニティづくりでもあったのでは

通して広がっていくことと思います。またお話

ないでしょうか。

を聞けるのを楽しみにしています。

参加者の意識の高さと河合さんのファシ
リテーションの巧みさで活発な意見交換
ができた点が良かった。

市民活動団体同士のマッチングはもちろんで
すが、企業側の参加が増えて、市民活動団体
と企業マッチングがもっと進むと嬉しいです。

多くの活動団体と交流できる環境
（企画）があると面白いと思う

どの活動も SDGs とつながっているところがあり、特に
SDGs を絡めた CSR に取り組まなければという企業
が増えていくので、関連する SDGs 分野のような情報
もあるとよいかと思いました。同じ分野同士で連携し
たり、団体・企業として足りない分野で連携したり。
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株式会社 TMR
６１言語対応のビデオチャットシステム
『リモートコネクト🄬』で
世界から不平等をなくします

組織の強み

できます！

・話した言葉が自動翻訳される「リモートコネク
ト」は、外国人や聴覚言語障害者とのコミュニ
ケーションツールとして活用できます

EBIC Jr.

（イービックジュニア）

「家庭でできる感染予防」をホームページや
WEB 講座で発信し、根拠のある正しい医療情報の
普及啓発を行っています

・オンライン診断、オンライン行政、オンライン
商談などの場で言葉の壁をなくすことができ

組織の強み

ます
・災害時に無償で提供します

組織の弱み

求めています！

・多くの企業、行政と災害協定を結びたい
・一緒に協業してくれる人を募集中

できます！

組織の弱み

・医療従事者向けセミナーを開催してき

求めています！

・Web 講座の集客が得意な人

た感染管理の専門家が、HP の監修、講

・一般の方に情報を広げたい

師をしています

・宣伝力を強くしたい

・発信をする情報は科学的根拠に基づく
情報を複数人で精査して提供をしてい
ます

組織の強み

できます！

・医療福祉の専門職や地域活動を行なっ
ている若者がいます
・地域のお困りごとのサポートができます

一般財団法人 犬猫生活福祉財団
～収容ゼロ、殺処分ゼロ、不適切飼育環境ゼロ～
の 3 つのゼロを目指してできた財団です

・遠く離れているご家族の見守りができ
ます

組織の弱み

ＮＰＯ法人 ソンリッサ
社会的に孤立、孤独を感じている高齢者に、
つながりや地域での役割、居場所を
増やす支援を行っています

組織の強み
求めています！

・人とのつながりが少ない高齢者の方の
ご家族とのつながりがほしい
・介護離職防止などの対策を考えている
企業とのつながりがほしい
・Tayory や地域サロンの活動を企業と
連携・協力したい
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できます！

・赤城山に動物保護シェルターを作り
ます！（2022 年 1 月開所）
病気や高齢など専用のケアや、預かり
ボランティアの研修
・不妊去勢手術病院を作ります！
（2022 年 1 月開所）
野良猫の繁殖を防ぎ、保健所への収
容数を減らします

組織の弱み

求めています！

・「里親募集」保護犬猫の選択肢もお考
えください
・「預かりボランティア募集」ご家庭での
一時預かりボランティアとして一緒に
活動しませんか
・「地域として野良猫の問題を解決した
い」そんな時にぜひご相談ください

3

群馬バリアフリー観光情報局

群馬ヤクルト販売

「ココフリ群馬」

株式会社

群馬県内のバリアフリー情報の
発信・障害のある人も楽しめる

1 人でも多くのお客様に「健康」

ユニバーサルイベントの企画・運営

と「美」をお届けすることを
使命に、健康社会の実現を目指

組織の強み

できます！

・100 件以上のバリアフリー情報を
発信しています

組織の弱み

求めています！

しています

に掲載することができます

・健康づくり教室、おなか元気教室の開催、講師
派遣（管理栄養士、運動指導士）
・イベントへの連携協力
・前橋市と「地域づくり包括連携協定」を締結し、
ヤクルトレディーによる、地域の見守り

求めています！

組織の弱み

モノ：チラシなどの宣伝道具

・ネットワーク（一緒に地域の課題へ取り組む人）

コト：車椅子ユーザーだけでなく、様々な障害

・障害当事者一人一人の感想をＨＰ

できます！

組織の強み

・地域の課題解決を目的とする団体とのコミュ

のある人が楽しめるアイデア

ニケ―ションを通して地域のさまざまな活動

ヒト：賛同してくれる幅広い世代の方

へもっと関わりを持っていきたい

・YouTube 動画等で分かりやすく
伝えることができます

ハレルワ

NPO 法人 ぐんま若者応援ネット

LGBTQ などの

アリスの広場

セクシュアルマイノリティが

不登校やひきこもりの若者が、一歩外へ踏み出すことを

生きやすい社会を作るために、

目的とした、好きな時に来て自由に過ごせる居場所の運営

群馬県を拠点に活動しています

組織の強み

できます！

・学校や地域での講演、企業研修、企業との連携
イベントを実施
・不登校・ひきこもり支援団体「アリスの広場」と
一緒に、コミュニティスペース「まちのほけん
しつ」を運営
・オンライン交流会/LINE 相談/ YouTube 配信

組織の強み

できます！

・不登校やひきこもり経験者が「アリスの
広場」という居場所を運営
・お仕事の体験、アーツ前橋で美術に親

組織の弱み

求めています！
求めています！

・運営資金

組織の弱み

・若者に寄り添えるボランティアを募集

・複数のマイノリティ性がある人へのサポートで

しています

しむ体験、ゆったりアウトドア、ひきこも

（１８歳以上、不登校やひきこもりの若

りを考える講演会を開催しています

者の話し相手、寄り添ってくれる方）

相談支援が弱いので、他団体と協働したい
・得意分野がある人や学びたい人募集！
（お話が好き/事務処理が得意/資格がある/企画
が得意/ものづくりが好き）
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