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講座・イベント案内など

＊守谷市ポイ捨て等防止に関する条例
10周年PRイベント
同条例がスタートして、10年が経過します。条例PRのため、
守谷駅前で清掃活動などのキャンペーンを行います。多くの
皆さまのご参加を、お待ちしています。
●日時 5月20日（日）8:00開始 ※小雨決行
●場所 守谷駅西口駅前広場
●主催 守谷駅前クリーンズ
●共催 もりやをきれいにしよう会
守谷市
●問合先
・守谷駅前クリーンズ
会田 ☎090-3335-7227
・市役所生活環境課
☎0297-45-1111(内線143、144）

＊第 10 回 写遊ふれあい写真展
●日時 5月15日（火）～21日（月）
9:30～17:30（最終日16:30）
●会場 守谷市市民交流プラザ・市民ギャラリー
●主催 フォトクラブ写遊
●後援 市教育委員会
●講師 写真家 田村民雄

フリースペース展示のご案内
～5月22日(火)
和紙ちぎり絵「かたつむりの会」作品展『日本の四季』
和紙ならではの色彩をぜひご覧く
ださい。
主催：かたつむりの会

5月25日(金)～6月3日(日) ※最終日15:00まで

『第17回北守谷公民館地域ふれあいまつり
作品移動写真展示会』
2月に行われた北守谷公民館地
域ふれあいまつりで展示した写真
です。ぜひご覧ください。
主催：フォトクラブ四季

＊第６回「歩いて学ぼう守谷の歴史」
～昔を知ればもっと守谷が好きになる～
●日時 5月27日（日）9:30～11:30 ※小雨決行
●定員 先着20人（小学生は保護者同伴）
●参加費 無料
●コース（約2km）海禅寺周辺
●主催 守谷稲門会（早稲田大学OB・OG会）
●後援 市教育委員会
●申込み 前日までに市民活
動支援センターへ申込み
●問合先 渡邊
☎090-8749-9138

＊もりや花のまちづくり 会員募集
お花を育てるのが好きな方、一緒に
花のまちづくりをしませか？2019年、
茨城国体に向け、駅前道路を花で
つなぐ「おもてなしフラワーロード」実現
のため活動しています。
●活動日時 毎月最終月曜日
9:00～11:00
5月は、21日と28日(月)の2回
●活動場所 守谷駅西口階段下
●問合先 賀久 ☎0297-45-0732(留守電・FAX対応)

＊MOCO フェスタ ボランティアスタッフ募集
●日時 5月12日(土)・13日(日) 9:30～18:00
●会場 守谷駅西口駅前広場および土塔口
●集合場所 市民活動支援センターブース(テント番号18)
●申込・問合先
市民活動支援センター ☎0297-46-3370
●募集内容（当日、現地での申込も可能）
①清掃・会場整理 ②催事補助（ヨーヨーつりなど）
③着ぐるみスタッフ ④ボランティアブース補助

写真、絵画、手芸、書道など作品を展示しませんか？
市民活動支援センターのフリースペースでは、作品展示を行
っています。現在、展示可能な期間は下記のとおりです。
6月5日(火)～7月1日(日)
7月22日(日)～8月4日(土)
9月11日(火)～10月18日(木)
12月1日(土)以降

登録団体活動情報 ５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）

4 日(金) 9:00～12:00

髙木 090-1268-0269

守谷駅西口広場（階段下集合）

第 3(日) 8:00～9:00

会田 090-3335-7227

こじゅけい公園
守谷沼・大山公園・けやき台公園

第 3(土) 9:00～12:00
第 4(土) 9:00～12:00

鬼形 080-3450-8949

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(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) 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

「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) 9:00～11:00

横山 070-2818-5601

守谷駅西口駅前広場
さくら坂 VIVACE
みずき野集会所とみずき野中央公園

第 1(日) 10:00～14:00
第 2(日) 10:00～15:00
第 3(日) 10:00～14:00

伊東 090-2650-8671

中央公民館(布草履)
市民活動支援センター(麻糸バック)

第 2(木) 10:00～13:00
第 5(水) 10:00～14:00

小澤 090-2633-5827

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 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

環
境 「守谷駅前クリーンズ」

守谷駅前ゴミ拾い

「もりや・みどりの会」
公園維持管理、藤棚・花後剪定

「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 手づくりを通じての多世代交流「つむぎ」
域 月 1～2 回の手芸・料理講座開催（予約制）
「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

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
～5/28 第 35 回（平成 30 年度）老後を豊かにするボランティア活動資金
地域・福祉 公益財団法人 みずほ教育福祉財団
http://www.mizuho-ewf.or.jp/pdf/35youryou.pdf
～5/31 平成 30 年度 障がい者支援団体への助成
地域・福祉 社会福祉法人木下財団
http://www.kinoshita-zaidan.or.jp/subsidy/
地域活動

～5/31 地域チャレンジ活動助成
日本生命財団
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html

環境保全

～5/31 コメリ緑資金ボランティア
公益財団法人コメリ緑育成財団
http://www.komeri-midori.org/koubo/volunteer.html

編 集 後 記
新年度の慌ただしさも一段落しホッとひと息付い
たところで周囲の新緑が眩しく感じる方もいるので
はないでしょうか？一方、熊本地震から 2 年が経
ちましたが復興が進まない所もあると聞きます。私
たちも出来る限り支援を続けていきましょう。

