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＊講演「ひきこもり支援」

＊第７回 守谷ひなまつり

家族の対応 発達障害者の対応
●講師 蓑下成子氏（みのした せいこ）

今年もおひなさまとつるし飾りを市内各所に
展示します。
スタンプラリーもあります！
展示会場

心理相談センター長・川村学園女子大学心理
学科・同大学院心理学専攻教授、臨床心理士、医学博士

●日時 3月7日(木) 13:30～15:30（受付13:00）
●会場 取手市福祉交流センター 多目的ホール
取手市寺田5144-3（取手市役所敷地内）
●参加費 300円（資料代）
●問合先 代表 志賀 ☎0297-48-4464
●主催 NPO法人こ・こ・ろ
●後援 茨城県青少年育成協会

展示期間

イオンタウン守谷

2月13日(水)～3月3日(日)

いこいの郷常総

2月13日(水)～3月11日(月)

北守谷児童センター

2月7日(木)～3月5日(火)

下ケ戸ふれあい館

2月11日(月・祝)～3月3日(日)

市民活動支援センター

2月8日(金)～3月6日(水)

中央図書館

2月12日(火)～3月5日(火)

峰林荘

2月18日(月)～3月3日(日)

保健センター

2月18日(月)～3月4日(月)

松並自治会館(永泉寺前)

2月11日(月・祝)～3月4日(月)

南守谷児童センター

2月7日(木)～3月3日(日)

みずき野集会場

2月16日(土)～3月12日(火)

守谷市役所

2月15日(金)～3月7日(木)

リカレントねっと事務所

2月11日(月・祝)～3月9日(土)

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！

※会場によって展示期間、開館時間、休館日などが異なります。ご注
意ください。

●問合先 市民活動支援センター
●主催 守谷ひなまつり実行委員会

次回は

2月16日

(土)

市民活動支援センターフリースペース 15:00～

こんにちは！守谷のボランティアさん
「都心と住宅街を結ぶ」テレワーク体験セミナー

テレワークで変わるママの働き方（1/20）
主催：守谷市民活動支援センター
テレワーク利用で、ママの
働き方が変わります。
＠都内オフィス

テレワークによる仕事の
成果はどのように評価で
きますか？
＠センター会議室

アロハ～
遠くてもストレスなく
参加できます
＠ハワイ

すでにテレワークで仕事を
している市民。
テレワークにより地域課題
の解決が大切。
＠守谷市内某所

テレワークの仕事を出して
くれる企業の紹介をお願
いしたい。
市長＠守谷市役所

▲センター会議室には2台のモニター。
右側のモニターには講義資料が映っ
ています

労働力不足が叫ばれる現在、時間と
距離、性別や家庭事情の壁を乗り越え
る「テレワーク」の可能性を探り、未来の
働き方を考える場の提供として講座が
開催されました。

登録団体活動情報 ２月

会員募集中！
参加・見学 歓迎！

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 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) 13:30～17:00
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 男の料理教室

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

鈴木 0297-45-9032

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
社会教育

～2/28 2018 年度 公益財団法人ノエビアグリーン財団 助成事業
公益財団法人ノエビアグリーン財団
https://www.noevirgreen.or.jp/grants/

福祉
まちづくり

～2/28 第 8 回（活動）杉浦地域医療振興助成
公益財団法人 杉浦記念財団
http://sugi-zaidan.jp/assist_decoration/boshuyoko.html

社会福祉
環境保全

～2/28 社会貢献基金助成
一般財団法人 冠婚葬祭文化復興財団
http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content01/

編 集 後 記
季節は春ですがまだまだ寒い日が続きます。
インフルエンザがすごい勢いで流行しています。
節分豆まきでこの邪気を払い収めて欲しいもの
です。
今月はひなまつりの飾り付けも各所で始まりま
す。大勢の皆さんのお手伝いをよろしくお願いし
ます。

