守谷ボランティア
ＮＥＷＳ
平成 30 年 7 月号（毎月 1 日発行）
講座・イベント案内など

＊親子プログラミングScratch初級者講習会
「いつまでゲームやってるの！」と子ども
を怒っている保護者の皆様、子どもの
興味をプログラミングに向けさせてみま
せんか？
何から始めたらいいのか分からない、と
いう方向けの初級者講習会を開催
します。ぜひ親子でご参加ください。
●日時 7月15日(日) 10:30～11:30
●会場 市民活動支援センター会議室
●対象 小学2年生以上（保護者同伴）
●定員 10組
●参加費 無料
お申込はこちらの
●問合先 守谷Scratch勉強会
QRコードから
古山 ☎090-4365-9277

＊守谷DE 子ども食堂をつくろう
●テーマ 人がつながる地域の居場所づくり
子ども食堂をつくろう
～トップランナーのお話を聞いてみよう！～
●講師 栗林知絵子氏
（NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク理事長）

●日時 7月24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

花いっぱい運動のお知らせ
花いっぱい運動とは、2019年に開催される「いきいき茨城ゆ
め国体・いきいき茨城ゆめ大会」に向け、全国からの来県者
をたくさんの花で迎える運動です。
いっしょに花壇づくりしませんか（もりや花のまちづくり）

７月 30日(月) 9:00～11:00

守谷駅西口階段下ベンチ前 集合！！
水やり、草取りをします。汚れてもいい格好で、草取り用具、
軍手、帽子、飲み物など用意してください。
※雨天中止 ※駐車場ありません

＜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

フリースペース展示のご案内
7月4日(水)～21日(土) ※最終日15:00まで

第5回 わがまち守谷 写真展
主催：フォトクラブ写遊
守谷らしい情景、祭り、イベントなどを紹介した写真を展示し
ます。この写真は、平成29年度中に新しく守谷に転入された
皆さんを歓迎するイベント、
「ようこそ守谷へ（6月30
日開催）」でも展示したも
のです。

こんにちは！守谷のボランティアさん

守谷市民活動連絡協議会 総会を開催
6月2日(土) 14:00～16:00 市民ギャラリー
協議会には現在72団体が登録しています。
総会では新会員(5団体)の紹介と、平成29年度活動実績
報告、規約改訂、役員改選、平成30年度活動計画が提
示され満場一致で承認されました。
平成30年度活動ではセンターへの支援事業に加え、新たに
会員間の交流をはかるため「ぼらカフェ」の開催と、国体に向
けて「花いっぱい運動」に協力することになりました。
最 後 に活 動分 野ご とに分か
れ、それぞれの団体の紹介、
抱える課題、情報交換が行わ
れました。

ぼらカフェのお知らせ
守谷市民活動連絡協議会のみなさん、ぜひお越しください。
こんなことがあったよ
ちょっと手伝ってほしいんだけど・・・
困っているんだけど聞いてくれる？ などなど
コーヒーを飲みながらお話しましょう！

次回は

７月21日

(土)

市民活動支援センターフリースペース 15:00～

登録団体活動情報 ７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) 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 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）
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

板戸井、大山新田周辺

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
守谷市シルバーリハビリ体操指導士会
高齢者対象体操

10:00～12:00
10:00～12:00
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(土) 14:00～17:00

上西 080-4354-1850

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

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
～7/13 高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成
まちづくり・
公益財団法人 車両競技公益資金記念財団
福祉
http://www.vecof.or.jp/news/2018/06/30-2.html
～7/20 NPO 基盤強化資金助成 住民参加型福祉活動資金助成
まちづくり・
公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団
福祉
http://www.sjnkwf.org/jyosei/juminsankagata.html

まちづくり

福祉

～7/25 守谷市市民公益活動助成金
守谷市生活経済部 市民協働推進課
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/shiminkatsudo/citizens/
shimin_jyosei/H30bosyuu.html
～7/31 社会福祉助成金
一般財団法人 松翁会
http://shouohkai.or.jp/zaidanhojin_shououkai/business/shinsei.html

編 集 後 記
先月は震度6弱・5強と大きな揺れの地震が発
生し、日本全体が地震活動期にあるようです。
大阪では小学生とお年寄りがブロック塀倒壊によ
り死傷する痛ましい事故がありました。地震対策
として屋内の家具固定や防災備品の確認はもと
より、通勤・通学・散歩などふだん使う通路の危
険予測を家族で話し合ってください。
また機会があれば職場や近所の方とも話し合って
はどうでしょう。

