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講座・イベント案内など

＊MIFAイヤーエンド・パーティー2018
●日時 12月16日(日)
14:00～16:30 受付13:30～
ミニコンサート Bluegrass holiday pickers
アメリカン・カントリーミュージック(ブルーグラス)
交流会（ミニゲーム＆ティー・パーティー）
●会場 守谷市国際交流研修センター(ログハウス)
●参加費
MIFA会員
中学生以上 700円
500円
3歳～小学生 400円
300円
2歳以下
無料
●定員 先着80人
●申込締切 12月9日(日) ※会員申込後の追加募集です
●申込方法 ✉mifa@fureai.or.jp
●主催・申込・問合先 守谷市国際交流協会（MIFA）
※キャンセルの場合はご連絡ください
※小学生以下のみでの申込不可

＊ほっとカモン もりやっ子食堂
子どもたちがみんなで楽しくご飯を食べて、遊んで、『ほっと』
安心できる子どもの居場所です。だれでも『カモン♪』
●日時 12月22日(土) 11:45～14:00
●会場 守谷市文化会館
●参加費 小学生～中学生 50円
大人 200円
（未就学児 無料）
●対象 北守谷地域とその近隣地域に住む子どもと保護者
※先着40食
●主催 ほっとカモン
＼だれでも カモン♪／
●問合先 大塚
☎0297-45-6938

市民活動支援センター展示のご案内
郷原弘一写真展「四季の星空」
●期間 12月11日(火)～26日(水)
夜空に輝く星の美しさに魅せら
れ 、星 景写 真の 撮影 に 取組
み、今まで撮影してきた四季の
作品を展示します。
＊郷原弘一 氏 プロフィール
市内在住、写真歴20年
フォトクラブ写遊会員

＊もりやクリスマスファンタジー2018
ボランティア募集！！
守谷駅西口駅前広場の冬の風物詩、もりやクリスマスファン
タジー。当日、ペットボトルランタンで一緒に巨大地上絵を作
るボランティアを募集します。
●作業日 12月23日(日)
守谷駅西口にて13:00～
※雨天の場合 24日(月・祝)
●主催 もりやクリスマスファンタジー実行委員会
●申込・問合先
市民活動支援センター
☎0297-46-3370

点灯は16:30～（予定）

こんにちは！守谷のボランティアさん

いつもの暮らしの中で出来る防災（11/10）
主催：市民活動支援センター

公益財団法人市民防災研究所の
池上三喜子さんに女性視点での防
災の講義をお願いしました。
「東京くらし防災」という冊子をテキス
トにして、いざというとき役に立つ暮らし
の工夫を教えてもらいました。
・出かけるときはリュックサックやショルダーバッグにして両手を使
えるようにしておく ・外出先では非常口を確認する ・日用
品を買い置きしておく等、日頃の防災意識が「いのちを救う」
ということを再認識しました。
特に、ご近所さんとの付き合いがあれば救い出してもらえるチ
ャンスがある、普段のコミュニケーションが大事だと思いました。
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

12月15日

(土)

市民活動支援センターフリースペース 15:00～

会員募集中！
参加・見学 歓迎！

登録団体活動情報 １２月
団 体 名

※問合先：市民活動支援センター ☎46-3370
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 谷津田の草刈り、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) 9:00～10:00

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）

第 2(木) 10:30～11:00
第 3(水) なし
第 3(金) 11:00～12:00
奇数月第 2(土) 11:00～

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 3(金)

市民活動支援センター

守谷市国際交流協会 ドイツ語講座

市民活動支援センター

第 3(水) 10:30～12:30

田中 mifa@fureai.or.jp

守谷鳥類調査会 野鳥観察調査

愛宕中学校周辺観察路

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 3(土) 10:00～

渡邊 0297-48-5872

市民活動支援センター

第 2(火) なし
第 4(日) 10:00～17:00

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

環 立沢里山の会
境

竹の成形（節落とし等）

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 守谷おもちゃ病院
教 おもちゃの修理
育 会員募集中（簡単なハンダ付けができる方）

常総映像
ビデオコンテスト

団塊のおやじ仲間づくりの会 地域貢献への参加

地 もりやこども服リサイクルの会
域 こども服交換会を開催 ※スタッフ募集中
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

郷州マジッククラブ マジックの練習

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

市民活動支援センター

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

第 2(土) 10:00～13:00
リサイクル会(10:30～12:30)

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

佐藤 080-8191-0050

伊東 090-2650-8671

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

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
地域
まちづくり

社会福祉

子ども
育成

地域
まちづくり

～12/10 「積水ハウスマッチングプログラム」 2019 年度（第 14 回）助成
積水ハウス株式会社
http://www.sekisuihouse.co.jp/matching/
～12/25 2018（平成 30 年度）「連合・愛のカンパ」助成金
公益財団法人さわやか福祉財団
https://www.sawayakazaidan.or.jp/
～1/7 2018 年度 経済的困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成
公益財団法人 ベネッセこども基金
https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/learningopp_1.html
～1/8 2019 年度「住まいとコミュニティづくり活動助成」
一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団
http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html

編 集 後 記
今年は豪雨、台風、地震と、甚大な被害をもた
らした災害が起き、本格的冬の到来で厳しい復
興作業となっています。厳冬期の災害を想定し
手袋・使い捨てカイロ・防寒用帽子・ブランケット
などを防災袋と併せて準備しておきましょう。
それでは良いお年をお迎えください。

