守谷ボランティア
ＮＥＷＳ
平成 2９年９月号（毎月 1 日発行）

ボランティアスタッフ募集

第34回 守谷市商工まつり
～きらめき守谷夢彩都フェスタ～
●日時 9月30日（土）9:30～21:00
10月 1日（日）9:30～19:00
●会場 守谷駅西口駅前広場および土塔口
●集合場所 会場内ボランティアブース
●申込締切日 9月27日（水）17:00まで
●申込・問合先 市民活動支援センター

●内容 ※手伝い可能な時間帯の協力をお願いします
①清掃・会場整理
②イベント補助
③ボランティアブース補助
（バルーンづくり、ダンボールよろい撮影会、ドジョウつかみ＆
ヨーヨーつり、無料麦茶の提供、義援金募集）

こんにちは！守谷のボランティアさん

講座・イベント案内など

日本ブランド「ONSEN」もりや市民大学公開講座
温泉建築の第一人者・海老澤宏さんの講演を聴きました。
日本人には当たり前の温泉が外国人には羨望のブランドとし
て映り、明治時代に来日した著名な西洋人が男女混浴
（入口は別）でありながら風紀が乱れない気質に感心する
等、数々の優れた温泉の歴史を
紹介されました。海老澤さんのコン
セプト <外気浴>で設計された
温泉施設は素晴らしく、是非その
「ONSEN」を訪れたくなりました。
（8 月 26 日）
フリースペース展示のご案内

守谷の写真家 Takataroのフォトアート展
●期間 9月12日(火)～9月30日(土)
●TakataroホームページURL http://kono1.jp
アット

活動団体紹介
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＠タウン守谷

守谷市内のホットなニュースを紹介します
6月21日放送（約4年間168回）分で「ラヂオつくば」との
繋がりはなくなりましたが、＠タウン守谷ホームページでの放送
は続けることになりました。
記念すべき第1回は「もりや花のまちづくりの会活動紹介」を9
月5日（火）から配信します。どうぞご期待ください。
今後も皆様の活動紹介、そのほか守谷の出来事など、情報
発信していきたいと考えています。ネットを通しての情報発信
をご希望の会がありましたら連絡ください。お待ちしています。
「アットタウンもりや」で検索してください！
●連絡先 ＠タウン守谷連絡員
飯嶋 080-1196-4806
Facebook

＊守谷市国際交流協会(MIFA)
●申込・問合先 ✉mifa@fureai.or.jp
市民協働推進課 ☎0297-45-1111(内線133)

① 英語でおしゃべりCHAT SALON
気軽に、楽しく、英語だけでおしゃべりする時間を持ちませ
んか？今回のショートスピーチは、60代になってから119か
国を旅した体験談を小川彩子氏（教育学博士）にお話
していただきます。さらに、「My favorite movies」をトピッ
クにみんなでお話します。
●日時 9月2日(土) 10:00～12:00
●会場 国際交流研修センター（ログハウス）
●参加費 無料

②第68回ボランティア日本語講座（全10回）
Japanese Language Course
日本の生活に早く慣れたいと考えている外国人の皆さん、
日本語を楽しく学びませんか？
①水曜夜間
9月13日～11月15日(水) 19:30～21:00
②金曜日昼間
9月15日～11月24日(金) 14:00～15:30
※11月3日(祝)休講
●会場 国際交流研修センター（ログハウス）
●参加費 10回分1,000円（MIFA会員無料）

＊ふしぎな石 じしゃくで学ぼう！遊ぼう！
●日時 9月24日(日) 10:40～12:30 (10:30受付)
●講師 おもしろ理科先生 石 孝弘さん
●参加費 500円
●定員 10組
●対象 小学生～中学生の親子(年長さんもOK)
●会場 市民活動支援センター 会議室
●主催 スカイスポーツクラブ取手守谷支部
●申込・問合先 ☎0297-37-4745 木村・真船

登録団体活動 ９月

※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。

会員募集中！
参加・見学 歓迎！

団 体 名

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

守谷駅西口広場前
（階段下集合）

第 3(日) 8:00～9:00
会田 090-3335-7227
9/30・10/1(土・日) 9:00～

「もりや・みどりの会」 公園の維持管理

こじゅけい公園

第 3(土) 9:00～12:00

鬼形 080-3450-8949

「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

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）
中央公民館
地域子育て支援センター

第 1(木)
第 2(木)
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
第 2(土)11:00～12:00

成島 090-5769-3040

「守谷鳥類調査会」 高野浅間神社周辺サシバ調査

中央公民館 8 時半集合

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

「高野まちづくりの会」 お散歩パトロール・例会

高野公民館

第 2(土) 9:00～12:00

市毛 0297-34-1651

守谷駅西口駅前広場
さくら坂 VIVACE
みずき野集会所とみずき野中央公園

第 1(日) 10:00～14:00
第 2(日) 10:00～15:00
第 3(日) 10:00～14:00

伊東 090-2650-8671

高野公民館

第 1(日) 10:00～14:00
第 3(日) 10:00～15:00

矢島 080-1225-6508

市民活動支援センター

第 2(火) 13:30～17:00
第 4(日) 13:00～17:00

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

川畑 0297-21-8222

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

環 「守谷駅前クリーンズ」
境

商工まつりゴミ拾い

「守谷おもちゃ病院」
おもちゃの修理
募集：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
域 「アクティブシニアの会守谷」
シニアが活躍できる街をめざして研究会・地域貢献活動

「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
「いきいきヘルス体操ぱたか」 高齢者対象体操
主催：守谷市シルバーリハビリ体操指導士会

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

ホームページ参照 （守谷市体操で検索）
http://moriyapataka.iinaa.net/

菅野 090-3040-0867

助 成 金 情 報
福祉

～9/15〆切 平成 29 年度（第 24 回）ボランティア活動助成
公益財団法人 大和証券福祉財団
http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html

社会教育

～9/29〆切 2017 年度 子どもたちの「こころを育む活動」
公益財団法人 パナソニック教育財団内
http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/

まちづくり

～9/29〆切 2017 年度 国内助成プログラム
公益財団法人 トヨタ財団 国内助成プログラム担当
http://www.toyotafound.or.jp/community/2017/

福祉

～9/30〆切 2017 年度 元気シニア応援団体に対する助成活動
一般社団法人 生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/info/news/2017/20170802.html

編 集 後 記
8月は各地で花火大会がゲリラ豪雨と雷で中
止となることがありました。近年雷の発生率が異
常に高くなり、街中でも被雷事故が出ていま
す。野外の楽しいイベントの時は判断が遅れる
場合がありますので、ご注意ください。

