守谷ボランティア
ＮＥＷＳ
平成 30 年 8 月号（毎月 1 日発行）
講座・イベント案内など

＊第35回北守谷地区 夏まつり
●時間 18日13:30～21:00
19日13:30～20:00
・ミニSL 両日13:30~16:30
・子どもお遊びコーナー
19日14:00～15:00
●主催 北守谷地区連絡協議会
※開催の実施・中止は
９:00にHPでお知らせします
https://9230.teacup.com/hokurenkyou/bbs

＜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
8月7日(火)～9月8日(土)

第9回 四季の花 写真展
主催：デジカメサークル守谷
春夏秋冬それぞれの花・花風景の
美しさを、レンズを通して表現して
います。花の美しさをお楽しみくださ
い。
こんにちは！守谷のボランティアさん

箏さくらの会 発表会（7月8日市民ギャラリー）
箏さくらの会は日頃から高
齢者施設等で演奏ボラン
ティア活動をしています。
この度は、守谷市国際交
流協会の日本文化体験
の受講生である外国人も
参加し、素敵な演奏を披
露しました。

＊親子プログラミングScratch初級者講習会
●日時 8月26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
●問合先 守谷Scratch勉強会
古山 ☎090-4365-9277
●HP https://ameblo.jp/furuhoge

お申込はこちらの
QRコードから

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）

お箏の体験教室 参加者募集
●日時 8月6日(月)、7日(火)、14日(火)、
20日(月)、21日(火)、27日(月)、28日(火)
13:00～15:00 全7回 ※1回参加も可
●会場 高野公民館 集会室1
●定員 10人（小学生以上）
●参加費 無料
●持ち物 箏爪（持っている方）
●申込・問合先 高野公民館 ☎0297-45-5411

ぼらカフェのお知らせ

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「花いっぱい運
動」に参加しています。

8月 27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
●申込・問合先 横山 ☎070-2818-5601

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

8月18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 ８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

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

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

立沢谷津(アサヒビール近く)

第 4(土) 9:00～12:00

市民活動支援センター

守谷駅前クリーンズ 守谷駅前ゴミ拾い

守谷駅西口広場（階段下集合）

第 3(日) 8:00～9:00

会田 090-3335-7227

もりや・みどりの会 公園維持管理、藤棚・花後剪定

こじゅけい公園

第 3(土) 9:00～12:00

鬼形 080-3450-8949

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）

8 月の活動はありません

成島 090-5769-3040

市民活動支援センター

第 3(水) 13:30～17:00

志賀 090-7831-5620

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 5(水)

市民活動支援センター

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

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

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

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

8 月の活動はありません

佐藤 080-8191-0050

環 立沢里山の会
境

里山整備

お話まつぼっくり
絵本読み聞かせ、わらべ歌、手遊びなど

NPO 法人 こ・こ・ろ ひきこもり等悩み無料相談会

社
会
教 守谷おもちゃ病院
育 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）

常総映像
市内行事や団体活動の動画撮影・編集など協力

団塊のおやじ仲間づくりの会 地域貢献への参加

地
域

※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！

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

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

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

郷州マジッククラブ マジック例会

郷州公民館

第 1(水) 11:00～13:00
第３(水) 12:00～14:00

鷺野谷（さぎのや）
080-5033-1264

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

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

福 手話サークルふれあい 手話の学習・交流
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

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
～8/17 2018 年度元気シニア応援団体に対する助成活動
福祉

一般社団法人 生命保険協会「元気シニア応援活動」事務局
http://www.seiho.or.jp/activity/social/senior/guideline/index.html
～8/20 第 28 回イオン環境活動助成

環境

公益財団法人イオン環境財団
https://www2.aeon.info/josei/
～9/7 未来を強くする子育てプロジェクト

子ども育成

住友生命保険相互会社
http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/
child/bosyu.html

編 集 後 記
西日本豪雨で被災された方々に、心よりお見舞
い申し上げます。一刻も早い復旧復興を願ってい
ます。募金も支援の一つです。色々な方法で復
旧復興に参加しましょう。
守谷市は水害や地震に強いと耳にすることがあり
ます。しかし日本どこでも災害は起こりますので防
災意識を日頃から持ちましょう。

