守谷ボランティア
ＮＥＷＳ
平成 30 年２月号（毎月 1 日発行）
守谷市民活動支援センター主催講座

テレワークの波がくる！
国は、昨年より7月24日を「テレワーク・デイ」と定め、東京五
輪に向けた働き方改革を推奨しています。
「オフィスに来なくても仕事できるのが“当たり前”になる、場所
に縛られない働き方」の拡大は、これから何をもたらし、若いビ
ジネスパーソンにどのような影響を与えるのでしょうか。
佐賀県庁で全職員対象にテレワークを導入し定着させた実
績を持つ、テレワーク推進の第一人者・森本登志男氏の講
演会を開催します。
★テレワークとは
「tele=離れた場所で」 「work=働く」
という意味の造語です。
●講師 森本 登志男氏
●日時 2月11日(日) 10:30～12:00
●会場 市民活動支援センター会議室
●参加費 無料
●定員 40人
●申込先 市民活動支援センター

＜発行＞守谷市民活動支援センター
〒302-0119 守谷市御所ケ丘 5 丁目 25 番 1
守谷市市民交流プラザ 2 階
電話：0297-46-3370 FAX：0297-46-3320
Email：moriyaborantia1@themis.ocn.ne.jp
ホームページ U R L：http://moriya-cac.org/
開館時間：午前 10 時～午後 6 時（午後 9 時まで延長可）
休館日：月曜日、年末年始

講座・イベント案内など

＊入園・入学グッズをつくろう
初心者の方でも大丈夫！スタッフが丁寧に教えます。
ミシン・裁縫道具は用意してあります。
●日時 2月28日(水) 10:30～14:30
●会場 国際交流研修センター（ログハウス）
●参加費 300円
●持ち物 作りたい作品の材料・レシピ (ランチ持込みOK)
●主催 手づくりを通じての多世代交流サロン「つむぎ」
●問合先 小澤 090-2633-5827
※Facebook「多世代交流サロンつむぎ」で検索してね！

＊女性のための かんたん体操
参加者大募集！見学・体験大歓迎！
●日時 木曜日 14:00～15:00
（月に3～4回）
●会場 もりや学びの里 音楽室
●参加費 1ヶ月2,500円
年会費1,000円
●持ち物 飲み物、汗拭きタオル
●主催 地域元気活動サポート隊
●問合先 屋嘉部 090-2549-9039
tiikigenki@yahoo.co.jp

こんにちは！守谷のボランティアさん
＊センター講座「地域の再生 ～若者に魅力あるまちとは～」
1月28日(日)、東京大学高齢社会総合研究機構の矢冨
直美先生の講演を聞きました。
若い人が入ってくる“まち“の条件とは何か、とがった特徴のあ
る地域が距離の壁を超えることができる理由、どうしたらまちづ
くりができるのか、そのための人材育成はどうするかなど、啓示
に富んだお話を聞くことができました。

＊守谷に大雪と記録的低温！
1月22日(月)から23日(火)未明にかけて、雪が降りました。
小学校は2時間遅れの登校になったそうです。
路面凍結をすこしでも減らそうと、大人も子どもも総出で雪か
きをがんばりました。
その後も記録的低温が続き、1週間経っても日陰では路面
凍結が残り危険でした。

※問合先：市民活動支援センター ☎46-3370

会員募集中！
参加・見学 歓迎！

登録団体活動情報 ２月
団 体 名

各団体のボランティア活動は、
予定が変更になる場合があります。

場 所

活 動 日

連 絡 先

「郷州里山の会」 郷州地区里山の環境保全

本町字表谷津

第 1・3(火) 9:30～11:30

小田部 0297-45-7298

「大柏里山の会」 ゴミの回収作業

大柏下ケ戸（はるにわカフェ前）

第 2(日) 9:00～12:00

髙木 090-1268-0269

守谷駅西口広場（階段下集合）

第 3(日) 9:00～10:00

会田 090-3335-7227

「もりや・みどりの会」 藤棚・冬選定

大山公園・けやき台公園

第 1(土) 9:00～12:00

鬼形 080-3450-8949

「もりや花のまちづくり」 守谷駅西口花壇の整備

守谷駅西口花壇

最終(月) 9:30～11:30

横山 070-2818-5601

南守谷児童センター（ミ・ナーデ）
北守谷児童センター（キ・ターレ）
中央公民館
地域子育て支援センター

第 1(木)
第 2(木)
第 3(水)
第 5(水)

市民活動支援センター

北守谷児童センター（キ・ターレ）
南守谷児童センター（ミ・ナーデ）
中央図書館（おひざでだっこ）
中央図書館（おはなしのへや）

第 2(木)10:30～11:00
第 3(水)11:00～11:30
第 3(金)11:00～12:00
奇数月第 2(土) お休み

成島 090-5769-3040

「守谷鳥類調査会」 高野浅間神社周辺

中央公民館

第 3(日) 9:00～12:00

池田 0297-48-7229

「NPO 法人 こ・こ・ろ」 ひきこもり等悩み無料相談会

市民活動支援センター

第 3(水) 13:30～17:00

志賀 090-7831-5620

「もりやの歴史を学ぶ会」 守谷に関わる歴史学習

中央公民館

第 1・第 3(土) 10:00～

渡邊 0297-48-5872

「高野まちづくりの会」 お散歩パトロール・例会

高野公民館

第 2(土) 9:00～12:00

市毛 0297-34-1651

環 「守谷駅前クリーンズ」
境

守谷駅前ゴミ拾い

「守谷おもちゃ病院」
おもちゃの修理
募集：簡単なハンダ付けができる方

社 「お話まつぼっくり」
会 絵本読み聞かせ、わらべ歌、手遊びなど
教
育

「もりや循環型農食健協議会（もりあぐ）」
市内で収穫した農産物や加工品の応援、活性化支援

地 「アクティブシニアの会守谷」
域 シニアが活躍できる街をめざして研究会・地域貢献活動
「もりやこども服リサイクルの会」
こども服交換会を開催 ※スタッフ募集中

「常総映像」
市内行事や団体活動の動画撮影・編集など協力

「手話サークルふれあい」 手話の学習・交流

福 「郷州マジッククラブ」 マジック例会
祉
「いきいきヘルス体操・ぱたか」 高齢者対象体操
主催：守谷市シルバーリハビリ体操指導士会

10:00～12:00
10:00～11:30
10:00～12:00
10:00～12:00

守谷駅西口駅前広場
第 1(日) 10:00～14:00
さくら坂 VIVACE
第 2(日) 10:00～15:00
みずき野集会所とみずき野中央公園 第 3(日) 10:00～14:00

伊東 090-2650-8671

高野公民館

第 1(日) 10:00～14:00
第 3(日) 10:00～15:00

矢島 080-1225-6508

市民活動支援センター

第 1(土) 13:30～16:00
第 3(金) 10:30～12:30

佐藤 080-8191-0050

市民活動支援センター

第 2(火) 13:30～17:00
第 4(日) 13:30～17:00

市民活動支援センター

中央公民館・中央図書館

毎週(金) 10:00～12:00
※第５除く

室屋 0297-48-5369

郷州公民館
みずき野集会所

第 1(水) 11:00～13:00
第３(水) 13:00～15:00

鷺野谷（さぎのや）
080-5033-1264

ホームページ参照 （守谷市体操で検索）
http://moriyapataka.com

菅野 090-3040-0867

助 成 金 情 報
1/9～2/9 第 3 回 日本全国！地方創生ビジネスプランコンテスト「カンガルー」
まちづくり

セイノーホールディングス株式会社
https://www.seino-bizcon.com/
11/20～2/28 第 19 回社会貢献基金助成

まちづくり

一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団
http://www.ceremony-culture.jp/social/fund/
1/1～2/28 第 7 回（活動）杉浦地域医療振興助成

まちづくり

公益財団法人 杉浦記念財団
http://sugi-zaidan.jp/assist_decoration/boshuyoko.html

子ども育成

12/1～2/28 2017 年度 公益財団法人ノエビアグリーン財団 助成事業
ノエビアグリーン財団

http://www.noevirgreen.or.jp/grants/index.htm

編 集 後 記
２月の節分で、豆まきや恵方巻きを食べる家庭
が多いかと思います。節分にまつわる豆まきや恵
方巻きの由来を知ると、更に節分を楽しめそうで
す。今年は、お子さんやお孫さんと由来について
話をしながら、邪気を払いボランティア活動に活か
してはいかがでしょうか。

