守谷ボランティア
ＮＥＷＳ
平成 2９年 10 月号（毎月 1 日発行）

こども新聞

見にきてね！

市内の小学生4・5・6年生の皆さんが、夏休みに作りあげた
新聞です。ユニークな新聞の数々をご覧ください。
こんにちは！守谷のボランティアさん

●期間 10月3日(火)～10月22日(日)
●会場 イオンタウン守谷セントラルコート付近
講座・イベント案内など

＊もりやこども服リサイクルの会
9月22日(金)に、第1回もり
やこども服リサイクルの会「くるく
る」が開催されました。
多くの子連れママたちが参加
し、たいへん賑やかなこども服
のリサイクル交換会が行われ
ました。
●次回開催 10月27日(金) 10:30～12:30
市民活動支援センター会議室
●Facebook http://fb.me/kurux2

＊NPO法人 スカイスポーツクラブ取手 守谷支部
9月24日(日)に、おもしろ理
科先生のワークショップ「ふしぎ
な石 じしゃくで学ぼう！遊ぼ
う！」が開催されました。
じしゃくの特性を学んでから実
験開始。想像力を活かして、
くっついているクリップを、手を
使わずに離す方法を考えたりしていました。参加した子どもた
ちからは「おもしろかった！」との感想が聞かれました。

フリースペース展示のご案内

「傘寿・終活・繪じまい・総括展」
夢追い人 増井久恵展
●期間、作品テーマ
10月 3日(火)～ 8日(日)
10日(火)～15日(日)
17日(火)～22日(日)
24日(火)～29日(日)

＜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
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※最終日は14:00まで
『花の精』

＊古典講座「源氏物語 ～さらわれた姫君～」
原槇子先生の古典講座も数えること
10回になりました。さて、今回はどんな
お話でしょうか？楽しみですね。ご期
待ください。
男性の方もぜひご参加ください！
●日時 10月19日(木)
10:30～12:00（10:15受付開始）
●会場 市民活動支援センター会議室
●参加費 会員外500円（講演料・資料代）
●主催 女性セミナーミレニアム
●申込・問合先 締切り10月11日(水)
稲葉 ☎0297-48-6350 留守電・FAXにて随時受付

＊傾聴ボランティア養成講座 受講生募集！
コミュニケーションの希薄化から様々な社会問題がおきている
今、「傾聴ボランティア」の活躍の場が増えています。社協主
催「傾聴ボランティア養成講座」を受講して、心を傾けて「聴
く」ことを学んでみませんか？
●期間 11月13日～12月18日(月)
全4回 13:30～16:30
●会場 市役所 中会議室
●定員 30人
（超過した場合は抽選）
●受講料 2,500円
●講師 NPO法人ホールファミリーケア協会
●協力 守谷傾聴ボランティア・ジャスミン
●申込方法 往復はがきに以下を記入して申込み
10月27日(金)消印有効
宛先：〒302-0116 守谷市大柏954-3
守谷市社会福祉協議会事務局
裏面：「傾聴ボランティア養成講座希望」
住所・氏名・年齢・電話番号・携帯電話番号
●問合先 守谷市社会福祉協議会事務局
☎0297-45-0088 FAX 0297-48-5554
✉shakyo.moriya.954-3@ace.ocn.ne.jp

※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！

登録団体活動情報 １０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

「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（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) 9:00～12:00

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
なし

成島 090-5769-3040

「守谷鳥類調査会」 守谷城址、森林公園

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

環 「守谷駅前クリーンズ」
境

守谷駅前ゴミ拾い

「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

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

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

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
環境

まちづくり

～10/14〆切 花王・みんなの森づくり 活動助成プログラム 2017
花王株式会社・公益財団法人都市緑化機構
http://www.kao.com/jp/corp_csr/social_activities_00_00.html
～10/20〆切 住民参加型福祉活動資金助成
公益財団法人 損保ジャパン
http://www.sjnkwf.org/jyosei/juminsankagata.html

～10/27〆切 中央ろうきん若者応援ファンド 2018
中央ろうきん社会貢献基金（中央労働金庫 総合企画部内）
社会教育
http://chuo.rokin.com/about/csr/assistance/youth_support/guideli
ne/
環境

まちづくり

～10/31〆切 2017 年度 環境保全プロジェクト助成
公益財団法人損保ジャパン日本興亜環境財団
http://sjnkef.org/project/index.html
～10/31〆切 第 28 回コメリ緑資金 助成
公益財団法人 コメリ緑育成財団
http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html

編 集 後 記
大型の台風18号は、九州・四国・本州・北海
道を縦断し各地で甚大な爪痕を残しました。九
州北部では7月豪雨後の復興作業も進まない
ようです。私たちも様々な支援を続けたいと思い
ます。
そろそろ紅葉の便りも届く季節となりましたが、健
康に注意して元気に活動しましょう。

