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講座・イベント案内など

＊テレワークで変わるママの働き方
「都心と住宅街を結ぶ」テレワーク体験セミナー
テレワークは、育児や介護と仕事の両
立に役立つだけでなく、効率のよい働
き方として注目されています。
テレワークによるママの働き方の選択
肢の広がりや、地域としてテレワークを
推進すべき理由についてお話していた
だきます。
男性の方もぜひご参加ください！
●講師 椎葉怜子氏
（一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員、
株式会社ルシーダ代表取締役社長）
●日時 1月20日(日) 15:00～16:30
●会場 市民活動支援センター 会議室
●参加費 無料
●定員 先着40人
●主催・申込・問合先 市民活動支援センター

＊歴史講座「江戸の寺子屋を学ぶ」
江戸時代の寺子屋の教育方法を学び、当時の子どもたち
の教育を参考に、現在の教育に生かせるものを見つけ出し
ます。
●講師 小泉吉永氏（法政大学講師・学術博士）
●日時 1月19日(土) 13:30～15:30
●会場 市民活動支援センター 会議室
●定員 30人
●参加費 無料
●申込先 市民活動支援センター
●問合先 渡邊 ☎090-8749-9138
●主催 もりやの歴史を学ぶ会
●後援 市教育委員会
市民活動支援センター展示のご案内

向井ひなの作品展 「郊外を語るかるた」
●期間 1月4日(金)～31日(木)
郊外を語ると平成の風景が見え
てくる。フィールドワークを重ね、郊
外風景をテーマに制作した作品を
展示します。
＊向井ひなの 氏 プロフィール
早稲田大学建築学科卒業、
現在は東京藝術大学大学院デザイン専攻に在籍中

＊おいしいチョコレートの真実
日常のお買い物でも、意識を持つこと
で、途上国への不当な利益搾取や児
童による労働作業などをなくすことがで
きます。
児童労働をテーマにした教材を利用し
て、“フェアトレード”の意味や関わり方
について語り合いましょう。
●講師 中野秀美氏
（認定NPO法人ACE ファンドレイジングアシスタント）
●日時 2月2日(土) 14:00～15:30
●会場 市民活動支援センター 会議室
●参加費 無料
●定員 先着40人
●主催・申込・問合先 市民活動支援センター
●協力 守谷フェアトレードタウンの会
こんにちは！守谷のボランティアさん

もりやクリスマスファンタジー2018（12/23）
主催：もりやクリスマスファンタジー実行委員会

今年の地上絵は「ねずみさんのクリスマス」です。
夕方、「ひょうたんランタン」と並んで灯された「ペットボトルラ
ンタン」で守谷駅前広場は幻想的な空間になりました。

ベリーダンスとコーラスにより寒さを忘れるひとときを過ごすこと
ができました。
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

1月19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 １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

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 梅の木剪定 / 藤棚・冬選定

さくらの杜公園 / 守谷沼

第 3/4(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) 11:00～11:30
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

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）

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

国際交流研修センター(ログハウス)

第 4(水) 14:30～16:30

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

サロン分科会
役員会・総会＆コンテスト表彰式

市民活動支援センター

第 2(火) なし
第 4(日) 10:00～15:00

市民活動支援センター

団塊のおやじ仲間づくりの会 初詣、かるた取り

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

常総映像

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
～1/21 一般助成
教育・福祉 公益財団法人 倶進会
http://www.sekisuihouse.co.jp/matching/
～1/24 第 50 回（2019 年度）社会福祉事業・研究助成
社会福祉 公益財団法人 三菱財団
http://www.mitsubishi-zaidan.jp/
地域
まちづくり

～1/24 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/subsidy.html

地域
まちづくり

～1/31 2019 年度地域ささえあい助成
CO･OP 共済
http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2019.html

編 集 後 記
偶然だと思いますが、
昔から亥年は地震が多いと言われています。
・1707年 宝永地震
・1923年 関東大震災
・1983年 日本海中部地震
・1995年 阪神大震災
・2007年 新潟県中越沖地震 が該当します。
災害への備えは亥年に限ったことではありませんが、
年始のアルコールも程々にして今年は災害時に備
える体力作りに励んでみてはいかがでしょう。

