登録団体 PICK UP

ＮＰＯ法人

前橋をもっと良くする熱い想いをお聞きしました！

つなぐ 交わる 広がる

Ｍサ

アグレコ

前 橋 市 市 民 活 動 支 援 セ ン ター 情 報 紙

2022

3

ＮＥＷ

特集号
VOL.53

代表の竹渕進さんにお話をうかがいました。

「森に出かける機

NPO 法人アグレコは「さまざまな活動をしてい

会が少ない現代人

る人が自立しながら、納豆の糸のように結び付い

に、地域の自然環境

て協力、発展していけたら」との想いで設立しま

に目を向けていた

９年間、前橋市から委託され運営してきまし

した。現在は、高崎市倉淵地区での猛禽類（クマ

だけるような場の

た。本情報紙は、この間の出来事や関係者の対

タカ）保護活動や自然観察会を実施する「鷹の森

提供をしていきた

高崎」、食品や土壌の放射能検査に携わる「市民

い。ノマド市は、売

測定所クラシル」、農家が集まって月に一度、前

り手と買い手の関係を越えてお互いに交流でき、

橋市敷島町のフリッツ・アート・センターに出店

一緒に農的な暮らしを作っていけるような活動

する「ノマド市」の３つの活動を行っています。

をしていきたい」とお聞きしました。

IRORI 場 実 行 委 員 会

新規
登録

前橋市市民活動支援センターは、ＮＰＯ法人

M サポ運営 9 年間の市民活動支援
ＮPO 法人 市民活動を支援する会

リティーの高いグッズ人気もあり、盛況に終わり

った企業イベント運営の経験を活かし、集客力の

ました。今後は、行政や様々な団体との連携の話

ある魅力的なイベントの企画運営を行い、前橋市

も進んでいます。

のまちづくりに取

また、米作りをとおした「食育」「農業体験」

り組んでいます。

イベントや、子供の健全な体づくりとして、会員

コロナ禍で制限

で地域おこし協力隊の橋本大介さんと共に「健康

談などを特集。皆さんと一緒にこの９年を振り
返りたいと思います。令和４年４月に公設公営
となります。

9th

ドキドキ感を思い起こさせ、ＳＮＳ発信や、クオ

代表の吉田泰彦さんは、前職の広告代理店で培

市民活動を支援する会が、平成２５年４月から

体操」も実施しています。

がある中実施した
「鬼ごっこフェス

吉田さんは、今後いろいろな年齢層の人と繋が

タ」は、体を動かす

り、ＩＲＯＲＩ場を一緒に運営してくれる協力者

ことの楽しさや

を求めています。

2021 年 7 月に本格スタート

LOKAHI リトルベビー群 馬

新規
登録

Ｍ サポ・ サポーター

「できることをできる範囲で
楽しく」がモットーの M サポ
応援ボランティア！

リトルベビーハンドブック（LBH）は、小さく

母子手帳に思うよう

毎月第２水曜日の午後に、Ｍサポ交流スペースで情報紙発

生まれた赤ちゃんと家族のための低出生体重児用

に記録できなかった

送、清掃等をスタッフと一緒に行ってきました。サポーター

の手帳です。静岡県を皮切りに全国で 11 自治体

経験から、2021 年

が LBH の運用を行っており、群馬県での LBH 導

8 月に早産児・低出生

入を目指し活動しています。

対面交流会

は現在、幅広い年代の 12 人で活動しています。
今年度最後の活動日は

体重児の親の会を立ち上げました。

代表の平原早紀さんは、体重

同じ境遇の家族との交流から、不安や悩みを共

千グラム未満の超低出生体重

感でき、育児に前向きになれる場づくりを行って

児の出産を経験し、入院中に

います。現在は、オンライン交流会を開催し、今後

低出生体重児の情報がなく不

は前橋市や県内で対面交流会の開催を予定してお

安な精神状態だったことや、

り、広くメンバーを募集しています。

「好きなことを活かして社会貢献
ができるのがいい」
「普段知り合えないさまざまな分
野の方と話ができてありがたい」

前橋市市民活動支援センター

ロッカー
清 掃

3/23（水）
14:00～16:00

一緒にやってみませんか。お待ちしています！

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（12/28～1/3）
ＴＥＬ 027-210-2196
FAX 027-237-0810
21@maebashi-shiminkatsudo.jp
http://maebashi-shiminkatsudo.jp

ふれあい祭り

活動紹介パネル展

登録団体が実行委員会を組織し、

活動の様子が丁寧に工夫を凝ら

『来て！見て！笑って！つながろう♪』を

して制作されて見応えがある

テーマに開催。多くの来場者があった

ボランティア講座
バルーンアートの指導者

M サポ NEWS

登録団体交流会

養 成 講 座 は、 特 に人 気

市民活動の情報など隔月で

年度末に登録団体の交流は、終始
和やかで、連携のきっかけもできた

が高かった

発行している情報紙

9 年間ありがとうございました！

2013 ＞＞＞ 2015
M サポで印象深かったこと
4月

運営開始
ホームページリニューアル

平成 25 年度

Facebook ページ開設
6月

まえばし地域づくり交流フェスタ２０１３（協力）

7月

前橋七夕まつり飾りコンクール参加
公募により愛称「Ｍサポ」となる

9月
10 月
3月

登録団体活動紹介パネル展
Ｍサポふれあい祭り開催
登録団体代表者会議開催

NPO 法人

年間

市民活動を支援する会

理事長

運営団体情報交換会

情報紙及びＭサポＮＥＷＳ 5 回発行
セミナー5 回、ボランティア講座、登録団体交流会 5 回

副理事長 横田 曉
多くの方が前橋を良くしたいという想い
で市民活動に取り組み、一生懸命活動
をされている姿を拝見できたことが印
象深く心に残っています。

萩原 香
6月

まえばし地域づくり交流フェスタ２０14（協力）
パートナーシップのチャンス（1）

平成 26 年度

ご挨拶
前橋市市民活動支援センターの愛称が『Ｍサポ』と

また、より充実した支援のため、県内外問わず、研修

した。

クも広がりました。それでも、団体さんにとって十分な

トになると信じ、市民活動の拠り所として市民活動を
つなぎ、交流する場となり、活動を広げていけるような
Ｍサポになればと運営を続けてきました。

た。さらに関係する多くの方からのご支援、ご協力を

金不足、後継者不足など、多くの団体さんが共通した

頂いてまいりました。

す。支援する立場としては、いかに寄り添えるか、俯瞰
する視点も忘れずにサポートを心がけました。

理事 徳江

3月

登録団体活動紹介パネル展

支援センターの開設、センター運営のため

Ｍサポふれあい祭り

のＮＰＯの設立、センター長、理事と長年に

前橋市市民活動表彰（協力）

わたり携わってまいりました。 これから

登録団体代表者会議

も、市民活動の発展を期待しております。

平成 27 年度

4月

まえばし地域活動ポイント（開始/協力）

5月

春のＭサポクリーン活動

6月

まえばし地域づくり交流フェスタ 2015（協力）

7月

前橋七夕まつり飾りコンクール参加

11 月
2月

ここで、改めて感謝とお礼を申し上げます。
最後に市民活動団体の皆様の益々の活動のご発
展を心より祈念申し上げます。

M サポＮＥＷＳ 6 回発行
M サポカフェ 5 回、セミナー、ボランティア講座

できる支援も限られており心苦しく思っております。
動への取り組みと笑顔が運営の励みになっていまし

正一

パートナーシップのチャンス（2）

年間

そして、この 2 年間のコロナ禍においては、Ｍサポの
これまでの 9 年間、常に登録団体さんの真摯な活

Ｍサポクリーン活動

2月

支援が出来たかは、課題の残すところでもあります。

市民活動団体には、その活動や運営継続のための資
課題もありますが、団体固有の課題もいろいろありま

中間支援運営者交流会

や他の支援センターにスタッフと伴に視察に伺い、多く
のことを学ばせていただきました。おかげで、ネットワー

で運営することが、市民活動団体にとって大きなメリッ

前橋七夕まつり飾りコンクール参加

9月
11 月

なった平成 25 年から、Ｍサポを運営させていただきま
センター設置者の前橋市と民間のＮＰＯ法人が協働

7月

3月

秋のＭサポクリーン活動

協力事業
・ラジオ番組（まえばし CITY エフエム）
/H25～継続

つながる“３分”プロジェクト

・よろず相談会/H27～継続

登録団体活動紹介パネル展

・生活支援体制協議体/H27～継続

Ｍサポふれあい祭り

・わくわく子どもまつり/H27～R1

前橋市市民活動表彰（協力）

他

登録団体交流会
年間

M サポＮＥＷＳ 6 回発行
セミナー6 回、ボランティア講座、ワークショップ

2

3

M サポクリーン活動
ボランティア活動・企業の社会貢献活動の機会
として開催した清掃活動。参加者が年々増加

つながる”３分”プロジェクト

10 周年記念事業

視察

多様な主体の協働のきっかけ作る機

神奈川、栃木、長野、埼玉、新潟、各県内

会として、パートナーシップのチャンス

計 11 ヵ所のセンターの視察を行った

としてスタートし、平成 26 年度には 2

様々な専門分野の講師を招き、団体

回、以降年 1 回の開催

の活動に役立つセミナーを開催

2016 ＞＞＞ 2018

平成 19 年 12 月に公設民営のセンター
になり、10 周年を記念して講演会、市長
と講師の対談を行った

M サポセミナー

2019 ＞＞＞ 2021

M サポで印象深かったこと

平成 28 年度

5月

春のＭサポクリーン活動

6月

まえばし地域づくり交流フェスタ 2016（協力）

7月

前橋七夕まつり飾りコンクール 参加

10 月

分野別交流会『保健・医療・福祉』

11 月

秋のＭサポクリーン活動

12 月

つながる“３分”プロジェクト

2月

令和元年度

Ｍサポふれあい祭り

あらゆる取組、活動は市民活動の広
がりに一石を投じてきました。その中
で最も印象深いことは、皆様に丁寧に
寄添い続けたスタッフの成長です！

前橋市市民活動表彰（協力）
3月

登録団体交流会

年間

M サポＮＥＷＳ 6 回発行

春のＭサポクリーン活動

11 月

秋のＭサポクリーン活動

12 月

つながる“３分”プロジェクト 2019

2月

（協力：群馬ファンドレイジング研究会）
6月

コロナ禍における団体活動アンケート

8月

ホームページリニューアル

春のＭサポクリーン活動

1月

つながる“３分”プロジェクト 2020

6月

まえばし地域づくり交流フェスタ 2017（協力）

3月

“おうちで”登録団体交流会

10 月

市民活動支援センター運営者交流会

年間

M サポＮＥＷＳ 6 回発行

11 月

分野別交流会『子どもの健全育成』

セミナー6 回、相談会 8 回、

秋のＭサポクリーン活動

ファンドレイジングカフェ（協力：群馬ファンドレイジン

つながる“３分”プロジェクト

グ研究会）

1月

10 周年記念事業

2月

登録団体活動紹介パネル展

4月

登録団体活動紹介パネル展(通年）

Ｍサポふれあい祭り

5月

つながった！？「3 分プロジェクト 2020」

6月

M サポ利用登録団体活動状況アンケート

7月

中間支援スタッフスキルアップ研修

前橋市市民活動表彰（協力）
3月

登録団体交流会

年間

M サポＮＥＷＳ 6 回発行

10 月

Ｍサポ紹介動画公開（制作：群馬県)

セミナー8 回

11 月

つながる“3 分”プロジェクト 2021

5月
6月

理事 春山 和久
主にＭサポクリーン活動を担当しまし
た。この活動で登録団体同士をつな
げる支援や、ＣＳＲのお手伝いが出来ま
した。近い将来クリーン活動が、市内
全域で同じ日時にできたらいいな♪

監事 髙山 弘毅
大きなことから小さなことまで動かす
力だ「共感と参加」
様々な場面で M サポに関わってくださ
った皆さまに感謝いたします。

つながった“3 分”プロジェクト 2021

理事/センター長 内田 宣彦

春のＭサポクリーン活動

3月

事業報告会

まえばし地域づくり推進大会 2018（協力）

年間

M サポＮＥＷＳ 6 回発行

「センターの運営を市民の手で」、かかわ
った頃を思い出します。コロナ禍の市民
活動支援、４人のスタッフと暗中模索し
ながら熱く取り組んできた１年８か月で
した。

10 月

分野別交流会『環境』

セミナー5 回、M サポ交流会 4 回

11 月

秋のＭサポクリーン活動

M サポ・サポーター7 回

つながる“３分”プロジェクト
2月

春と秋のクリーン活動は、回数を重ねる
ごとに協賛企業と中心市街地の飲食
店の参加が増えて地元に根差したいい
活動になりました。

1月

登録団体活動紹介パネル展
M サポふれあい祭り
前橋市市民活動表彰（協力）

3月

登録団体交流会

年間

M サポＮＥＷＳ 6 回発行
セミナー14 回、ファンドレイジングカフェ 3 回（協

4

令和 3 年度

理事 佐伯 一

Twitter 開設

5月

理事 大嶋 敏

平成 30 年度

M サポＮＥＷＳ 6 回発行
ファンドレイジングカフェ 公開 3 回 非公開 4 回

令和 2 年度

市民活動は今後益々大切になって来
るでしょう。これからは個人として微力
ながら係わっていければと考えていま
す。ありがとうございました。

登録団体活動紹介パネル展

セミナー5 回、相談会 2 回

セミナー5 回、ワークショップ 2 回、ボランティア講座

平成 29 年度

M サポで印象深かったこと

前橋市市民活動表彰（協力）
年間

登録団体活動紹介パネル展

理事 長居 由子

5月

力：群馬ファンドレイジング研究会）

スタッフ （左から）
大澤 直子
井口 まり子
内田 宣彦
狩野 妙子
藤井 裕香

5

NPO 法人 市民活動を支援する会 ― M サポ運営 9 年間を振り返って

対談
それぞれの地域での市民活動支援
センター運営団体の特徴とそれぞれの地域での市民活動支援について、センターを公設

コーディネーター

民営で運営している本市と桐生市の運営団体の代表者による対談を実施。対談者は、

髙山 弘毅

近藤圭子さんと萩原香、コーディネーターは髙山弘毅です。

Nukiito（ぬきいと） 代表 / NPO 法
人市民活動を支援する会 監事

（対談日：2022 年 1 月 24 日、M サポ会議室）

近藤 圭子 さん
一般社団法人 きりゅう市民活動推
進ネットワーク 理事長 / 桐生市
民活動推進センター「ゆい」を運営
し、チーフスタッフも務めている

――「ゆい」と「M サポ」
、それぞれの運営団体の

――この 2 年はコロナ禍の影響を大きく受けまし

特徴は？

た。市民活動という言葉が指し示すものは、草の

萩原 香
NPO 法人市民活動を支援する会
理事長 / 前橋市市民活動支援
センター「M サポ」を運営

根的な活動から大規模なまちづくりまで幅が広が
近藤 「桐生市民活動推進センターゆい」(以下ゆい)

っています。

は会員団体 74 団体、個人会員約 60 名の「きりゅ

う市民活動推進ネットワーク」（以下「ネットワー

近藤

ク」
）が運営しています。街の中から桐生駅に移転し

えば DX とか。簡素化できることはデジタルの力

てからは、
「ゆい」の運営以外にも、駅という場所か

も借りて、それでも、センターには顔を見ての

ら見える市民に必要な活動であれば「ネットワー

コミュニケーションも絶対必要だと思っています。

ク」の活動として市と協議しながら取り入れていま

やろう」っていう判断ができる。こういう良さは「ゆ

最近は若者の団体も増えてきました。昨年の 4 月

す。例えば自転車の貸し出しとか、「おりひめバス

い」の運営でいつも感じています。

に桐生駅のそば屋があった場所をシェアショップ

（桐生市のコミュニティバス）のパスポートを販売
してほしい」とか、「観光案内してほしい」とか。
行政は年間行事が決まっている中で急に新しいこ
とは難しいけど、民間は「できる範囲で来月から

にしたんですよ。JR と「ネットワーク」が契約し
萩原 「市民活動を支援する会」は平成 24 年に運
営団体の公募に手を挙げながら立ち上げた NPO 法

人です。支援する立場だから裏方、目立たない事を
良しとしてくれそうな、人柄がわかっている方々に
声をかけて法人をつくりました。市民活動って本当

6

この 2 年間で活動は少し変わりました。例

て若者たちが運営委員会をつくって。今後商店街
の空き店舗に入る可能性が出てくるかもしれな
い。そういう人たちがセンターも担っていけるよ
うになると、支援の仕方とか内容がいまと変わって
くるかもしれない。でも、一番大事なのはひとの

つながり。これは変わらない。
萩原 M サポでは、「行政と協働してやる」ことに
こだわりました。行政からの情報で活動団体にメリ
ットがあることは M サポを通じて伝えたいし、行
政にも市民活動に目を向けて欲しいと思ってやっ

てきました。派手さはないけれど、中間支援の基盤
を整えてきました。M サポには団体は小さくても思
いをもったグループが多くて。１つ１つができるこ

に多種多様じゃないですか。例えば講座企画でも

とは少しでも、それが数多くあることで、地域に潤

「ボランティア養成講座」や「バルーンアート講座」

いが生まれると思います。大きいことをやれるのは

には多くの方が参加くださいました。一方で一見堅

本当に一握り、どちらも大事だなって。再び公設公

苦しくても、公益性、社会性のあるテーマはニーズ

営となる今後も、そういうことがそっちのけになら

が少なくても応援したい気持ちがありました。一方

ないでほしい。草の根的だったり生きがいだったり

的に伝えて帰すのではなく、ひとがつながるまでが

の活動の応援も変わらず取り組んでいってもらい

講座、みたいなことはすごく意識してきました。

たいですね。
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