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講座・イベント案内など

＊『健康ウォーキング』を始めてみませんか！

＊守谷DE 子ども食堂をつくろう

「宇佐美式健康ウォーキング」で、明るい毎日を
●日時 6月17日(日) 9:00～12:00
※雨天時はもりや学びの里体育館
●集合場所 立沢公園（噴水前）
●参加費 100円（保険代）※当日徴収
●持参品 帽子、飲み物、タオルなど
●定員 先着100人 ※小学生以下は保護者同伴
●申込方法 6月13日(水)までに電話で参加したいコース
（2.5ｋｍ、5ｋｍ、7ｋｍ）を伝えて申し込む
●申込先 市民活動支援センター
●問合先 古橋 ☎090-7829-6840
●主催 健幸ウォーキングもりや
●後援 守谷市

子どもたちがホッとできる、楽しくごはんを食べ
て、遊び、勉強もできる、温かく見守る大人
たちがいる、身近な地域の居場所づくりを目
指す取組みです。「子ども食堂ってなに？」
「私にできることは？」ご一緒に学習しなが
ら、最初の一歩を踏み出してみませんか！
●テーマ 市の地域課題と地域福祉計画推進
子どもの居場所・子ども食堂への期待等
●講師 市社会福祉課職員
●日時 6月26日(火) 10:15～12:15
●会場 市民活動支援センター会議室
●申込先 3日前までに市民活動支援センターへ申込む
●問合先 ほっとカモン 大塚 ☎0297-45-6938

＊初夏・ふるさと大野ウォーキング

こんにちは！守谷のボランティアさん

●日時 6月23日(土) 9:00～12:00 ※雨天中止
●ウォーキングコース（約10km）
8:50 常総運動公園体育館前 集合
9:00 出発～がまんの渡し～野木崎香取神社～正安寺
～徳川家康水飲み井戸～地蔵堂～市民交流館
12:00 常総運動公園体育館前 解散
※コースは一部変更になる場合があります
●参加費 無料
●持ち物 飲み物
●申込・問合先 市民活動支援センター
●当日の連絡先 高木 ☎090-1268-0269
●共催 ふるさと大野を語る会、大野公民館運営協力員

MOCO フェスタ 2018（5 月 12・13 日）

＊北守谷地区夏祭 ボランティア募集！
お住いの地域・男女年齢は問いません。
●夏祭の開催日 8月18日(土)・19日(日)
●会場 立沢公園
●ボランティア内容
テント設営・撤収、抽選会受付、食事・飲料の手配準備
等 ※事前に1回打ち合わせ
●申込・問合先
北守谷地区連絡協議会
倉田 ☎090-9304-2859
（不在時は、留守番電話または
ショートメールで対応）

守谷駅西口広場を中心にモコフェスタが開催されました。
12日は好天で多くの集客がありましたが、13日は午後から
雨になりました。
それでも舞台で
は発表者がガン
バっていました。
市民活動支援
センターブースに
は2 日 間 で100
名のボランティア
さんが集まり、着
ぐるみスタッフやゴ
ミの回収、バルーンアート、ヨーヨー釣りなどに積極的に取り組
んでいただきました。
ボランティアブースとヨーヨー釣りコーナーで集まった27,711円
は「熊本地震義援金」として守谷市社会福祉協議会へ届け
ました。
フリースペース展示のご案内
6月5日～7月1日まで展示コーナーは空いています。
無料でご利用いただけます。
ご希望の方は申込んでください。

※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 ６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 草刈り・ゴミの回収作業

大柏下ケ戸（TX 都市軸道路）

第 2(日) 8:30～12:00

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

第 3(土) 9:00～12:00
第 5(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(水)
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 野鳥観察調査

国交省事務所～TX 架線下周辺

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

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
会員募集中（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 団塊のおやじ仲間づくりの会
域

地域貢献への参加

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
10:00～12:00
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(土) 14:00～17:00

上西 080-4354-1850

市民活動支援センター

第 2(土) 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
まちづくり

～6/15 ファイザープログラム～心とからだのヘルスケアに関する市民活動
ファイザー株式会社
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/press/2018/2018_04_24
.html

～6/19 平成 30 年度 子どもゆめ基金助成金
社会教育 独立行政法人 国立青少年教育振興機構
https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html
～6/20 平成 30 年度 青少年スポーツ振興に関する助成金
社会教育 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団
http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html

まちづくり

～6/30 緑の環境プラン大賞
公益財団法人都市緑化機構
https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-plan

編 集 後 記
今年の父の日は6月17日です。世界のボランティ
アの父を知っていますか。それはアレック・ディクソン
博士（英1914～1994）です。「少年は人に
必要とされてはじめて大人になる」との言葉を残し
ています。
6月3日（日）は守谷市環境美化の日です。
親子で参加出来れば最高ですね。

