守谷ボランティア
ＮＥＷＳ
平成 30 年 4 月号（毎月 1 日発行）
こんにちは！守谷のボランティアさん

＊第6回守谷ひなまつり
主催：守谷ひなまつり実行委員会
期間：2月～3月中旬

今年で6回目を迎えた「守谷ひなまつり」。市内14か所にひ
な段とつるし雛を飾り、スタンプラリーを開催しました。
小さなお子さんを連れた方
や市外から見に来る方も
年々増えています。
→センターには
珍しい「木目込み」の段飾り
★スタンプラリーの景品交換はなんと157人
当初は先着100名としていましたが、期間いっぱいまで交換
を続けました。景品、多めに用意しておいてもらってよかった・・・
★初！市役所には福祉施設からの作品がぎっしり
「古希(70歳)の自分など
まだまだヒヨッ子」と言わし
めるほどのパワーにあふれ
た作品が所狭しと並んで
いました。出品した方も大
満足で、ぜひ来年もと声
があったそうです。
★その他、見に来た方の感想は・・・
・心がほっとしました。とても美しかったです。
・しまったままだったおひなさまを20年ぶりに飾りました
・これ見て受験がんばります。(中央図書館)
・息子に立派なおひなさまを見せてあげられて良かったです
・顔が少しこわくて、夜行ったらこわそう（キ・ターレ）
・子どもの頃を思い出して、じ～んとしました
★来年は一緒に盛り上げましょう！
「作品を展示したい！」
「力仕事なら任せて！」と
いう皆さま、来年はぜひご
協力をお願いします。
→かたづけの様子。
お道具を丁寧にしまってい
きます。
実行委員会の皆さん、お疲れ様でした。
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フリースペース展示のご案内
和紙ちぎり絵「かたつむりの会」作品展

『日本の四季』
手漉き和紙を用いて、四季折々の
風景や花を描いています。和紙なら
ではの色彩をぜひご覧ください。
●期間
4月26日(木)～5月22日(火)
●会場 市民活動支援センターフリースペース
講座・イベント案内など

【募集】守谷市国際交流協会（MIFA）
市内小学校の放課後こども教室の時間に、国際教育を指
導するスタッフを募集します。（年間3回程度）
●テーマ「学校へ行けない世界の子どもたち」
①クイズ
②体験学習（スタンプラリー）
靴磨き・焚木運び・子守り・売れるゴミさがし・スリランカ
やラオスの学校の授業を体験
●打合せ 4月25日(水) 16:30～18:30
国際交流研修センター（ログハウス）
前回の振り返り、次回(守谷小学校)の役割担
当決めなど
さ ぎ の や

●問合先 鷺ノ谷 ☎080-5033-1264

＊４月の朝市情報（日曜日）
主催：(一社)もりや循環型農食健協議会（もりあぐ）

第１(日)「ふるさ都市もりや朝市」 守谷駅西口広場
第２(日)「さくら坂メルカート」 さくら坂VIVACE（板戸井）
第４(日)「ふれあいマルシェ」 東口市有地（中央2-53）
第５(日)「ふるさとみずき野朝市」 みずき野集会所
★朝市の情報を発信中（もりあぐFacebook）
https://www.facebook.com/moriyansk/
●問合先 伊東 ☎090-2650-8671
3月の第1日曜日には「酪農祭り」が行われました。
ミルク工房もりやの『のむヨーグルト』飲み比べや、『守谷将門
がぶりメンチ』を求めて、たくさんのお
客さんが並びました。
ポニーの乗馬・えさやり体験は子ど
もたちに大人気だったようです。

※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 ４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

こじゅけい公園

第 3(土) 9:00～12:00

鬼形 080-3450-8949

守谷駅西口花壇

第４(月) 9:00～11:00
第５(月) 9:00～11:00

横山 070-2818-5601

中央公民館
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）
地域子育て支援センター

第 1(水)
第 2(水)
第 3(水)
第 4(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）

第 2(木)10:30～11:00
第 3(水)11:00～11:30
第 4(金)11:00～12:00

成島 090-5769-3040

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(土) 10:00～12：00
第 3(土) 10:00～12：00

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

「郷州マジッククラブ」 マジック例会

郷州公民館
みずき野集会所

第 1(水) 11:00～13:00
第３(水) 12:00～14:00

鷺野谷（さぎのや）
080-5033-1264

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 2(金) 10:30～12:30

佐藤 080-8191-0050

市民活動支援センター

第 3(金) 13:30～14:30

宮野入
090-8504-2023

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

環 「守谷駅前クリーンズ」
境
「もりや・みどりの会」

守谷駅前ゴミ拾い
公園維持管理

「もりや花のまちづくり」 守谷駅西口花壇の整備
「守谷おもちゃ病院」
おもちゃの修理
※簡単なハンダ付けができる方を募集中

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 「守谷鳥類調査会」 サシバ調査（市内全域）

「アクティブシニアの会守谷」
シニアが活躍できる街をめざして研究会・地域貢献活動

地
域 「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

「守谷の交通ルールを守る会」
交通ルール 1200 問チャレンジ

「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
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

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
2/1～4/6 タカラ・ハーモニストファンド助成事業平成 30 年度
環境保全 宝酒造株式会社
https://www.takarashuzo.co.jp/environment/fund/yoko.htm
2/1～4/16 第 70 回 保健文化賞
保健・福祉 第一生命保険株式会社
http://www.dai-ichi-life.co.jp/dsr/society/challenges/hoken02.html

編 集 後 記

3/15～4/22 平成 30 年度「助成事業」
社会教育 公益社団法人 カメイ社会教育振興財団
http://www.kameimuseum.or.jp/foundation/

温暖化の影響で桜の開花・満開が早まっているようです

9/1～5/1 地域リーダー・若者交流助成
国際交流 独立行政法人 国際交流基金
http://www.jpf.go.jp/j/program/intel.html

時期に新たな気持ちでボランティア活動や防災について考

が、新たな門出となる入学式まで残っていると良いです
ね。東日本大震災から７年が経ち、新年度を迎えるこの
えてみましょう。

