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講座・イベント案内など

＊2017年度 いばらき合同相談会！！

＊交通ルール1200問チャレンジ

～不登校・ひきこもり・ニート無料相談～
近隣で活動しているNPO法人や行政、教育
機関の方が、問題の相談を受けます。資料
を持ち帰るだけでも良いのです。ご家族の方
も是非、気軽に覗きに来てみてください。
諦めずに考えていきましょう。
●日時 3月8日(木) 13:30～16:30
●会場 取手市福祉交流センター 多目的ホール
●参加費 無料・予約不要
●主催 NPO法人こ・こ・ろ

シニアの皆さん、交通法規の模擬問題にゲーム感覚で挑戦
してみませんか。
近年、高齢者の交通事故が増加しています。交通ルールの
ことは十分知っているという方は、ぜひともこの機会に模擬問
題にチャレンジしてみてください。忘れかけていた交通ルールを
思い出す良いきっかけになるはずです。

（ひきこもりや不登校に悩む青少年とその家族を支援する団体）

●問合先 志賀 ☎0297-48-4464

＊会員募集！パソボラ・守谷
パソコンが苦手な方や高齢者・障害者の方を共に支援してく
ださる方を募集しています。
●参加条件 パソコンに興味がある方
なら、老若男女問いません
●会費 年会費1,000円
●活動内容
・パソコン講習会の実施（月に5日開催）
・デイサービスにて個人レッスン（施設2ヶ所）
・パソコントラブルなど相談対応
・パソコンなどに関する会員相互の情報交換
（フォーラムなど開催）
●問合先 大川 ☎0297-48-7175

《チャレンジ方法》
1200問を12回（各100問）に分けて取り組みます。
（採点は自己採点方式）
●開催日 4月～平成31年3月（毎月第3金曜日）
13:30～14:30 いつからでもチャレンジできます。
●会場 市民活動支援センター会議室
●参加費 各回50円（資料印刷費他）
●主催 守谷の交通ルールを守る会
み や の い り

●問合先 宮野入 ☎090-8504-2023
●申込先 市民活動支援センター

楽 しく 学 ん で
交通安全！

こんにちは！守谷のボランティアさん

＊河津桜の植樹会（もりや河津桜の会）
もりや市民大学の修了生が中心になってできた「もりや河津
桜の会」。昨年に引き続き、河津桜の第2期里親を募集し、
100名を超える応募の中から、厳正なる抽選により35名が
決まりました。
2月18日(日)守谷小学校コミュニティースペースにおいて、植
樹説明会が行われました。市役所建設課の職員と造園業
者の方から植樹の方法の説明があり、その後には里親になっ
た河津桜を植える場所を決める
ための抽選がありました。
実際に桜を植える3月18日(日)
には豚汁が出るそうです。
当日、晴れますように・・・（願）

今回の植樹場所は、
「守谷城址公園」近くの
みょうけんくるわ

『妙 見 郭』
写真の左側に見えるのは
「守谷沼」です。
抽選を終えて現地へ向か
うと、すでに番号の付いた「杭」が設置してありました。寒い
中、準備をしてくださった会員の気配りがとてもありがたいと思
いました。
守谷沼の向かいには、前回の第1期里親の皆さんが植えた
河津桜がつぼみを付けています。
今回植えた河津桜が満開になるのが楽しみですね。

登録団体活動情報 ３月

※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！

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 3(金)

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) 11:00～

成島 090-5769-3040

「守谷鳥類調査会」 西大木周辺

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
13:30～15:30

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 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
2/13～3/13 平成 30 年度地域福祉振興助成
地域・福祉 公益財団法人 木口福祉財団
http://kiguchi.or.jp/jyoseijigyou/jyosei_program/
2/1～3/30 第 30 回地域福祉を支援する「わかば基金」／支援金部門
保健・福祉 社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団
https://www.npwo.or.jp/info/7341
2/15～3/31 都道府県緑推推薦事業「子どもたちの未来の森づくり事業」
環境保全 公益社団法人 国土緑化推進機構
http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support

編 集 後 記
平昌冬季オリンピックでは、過去最高のメダル獲
得数と手に汗握るパフォーマンスを見て元気をもら
いました。ボランティア活動に生かせると良いです
ね。そろそろ花粉が飛び交う時期になり、憂鬱な
方もいるのでは。体調を整えるとともに、災害への
備えにも気に留めてください。

