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もりやクリスマスファンタジー2017

フリースペース展示のご案内

飾り付けボランティア募集！

小学生傑作集 「こども新聞」

西口階段・ペデストリアンデッキ・街路樹イルミネーションなどの
飾りつけを手伝っていただける方を募集しています。
●日時 11月23日（木）13:30～16:00
●集合場所
守谷駅西口階段下
●申込・問合先
守谷市民活動支援センター
※手伝い可能な時間帯のご協力を
お願いします

こんにちは！守谷のボランティアさん

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
新聞を展示します。今年は232枚の作品ができあがりまし
た。ユニークな新聞の数々をご覧ください。
●期間 11月2日（木）～25日（土）
★ホームページでもご覧いただけます
「こどもしんぶん もりや」で検索！
MOCOぎゃらりぃ
http://moriya-cac.org/exhbition/

講座・イベント案内など

サンキュー

＊もりや花のまちづくり～ 3球 プロジェクト 報告とお礼
9月中旬に行った3球プロジェクトは、たくさんの方に球根や
株を提供していただきましたのでご報告いたします。
水仙680個
ペルビアナ120個
チューリップ約60個
シラー15個
アガパンサス11株
紫蘭18株
など
提供していただきました。
株物は、西口駅前通りの樹木桝花壇に植えました。球根は
これから植栽します。ありがとうございました。
＊MIFAフェスタ2017「われら地球人」
10月22日(日)、国際交流研修センター(ログハウス)にて
開催されました。JICA研修員や協力団体、市内・近隣在住
の外国人の方々が集まって、雨にもかかわらず参加者は200
人を超えました。JICA研修員は、国旗を持つボーイスカウトと
パレードして会場入り。煎茶
道・書道・箏・投扇興・折り
紙の体験や、日本舞踊や真
剣術、伝統芸能などのパフォ
ーマンスを楽しみました。
←18ヶ国のJICA研修員
★Facebookで動画をご覧いただけます！
https://ja-jp.facebook.com/moriyaMIFA/

＊朗読「民話の世界」
『ベッカンコ鬼』と、眼が見えずいじめられていたユキという娘
さんさん

の、おかしくも悲しい物語を、お馴染み“燦々“が語ります。
そして、『八郎』の物語を奥田富子氏が見事な秋田弁で語り
ます。
●日時 11月17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 無料
●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
＊講演会『戦場に散った十代の少年たち』
10月29日(日)に、守谷稲門会主催の講演会が開催され
ました。台風が接近する悪天候にもかかわらず67名の方が
聴講に訪れました。戦争の残虐さと悲劇を講師の大口さんか
ら語られ、平和の尊さを改めて知る思いになりました。
～戦争で亡くなった方々へ合掌～

※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 １1 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) 10:00～12:00
中止
第 3(水) 10:00～12:00
第 5(水) 10:00～12:00

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
奇数月第 2(土)11:00～

成島 090-5769-3040

「守谷鳥類調査会」 龍沢寺、森林公園

中央公民館

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

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) 13:30～17:00

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
10/2～11/28 平成 30 年度子どもゆめ基金助成金・二次募集
社会教育 独立行政法人 国立青少年教育振興機構
http://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/
環境

11/1～11/30 2018 年度 環境市民活動助成
一般財団法人 セブン-イレブン記念財団
http://www.7midori.org/josei/index.html

11/1～111/30 笹川スポーツ研究助成（2018 年度）
社会教育 笹川スポーツ財団
https://www.ssf.or.jp/encourage/tabid/1419/Default.aspx
11/13～12/15 社会貢献活動支援のための助成
社会教育・
全日本社会貢献団体機構 事務局
災害復興
http://www.ajosc.org/subsidy/application.html
10/1～12/20 平成 30 年度 青少年スポーツ振興に関する助成金（前期）
社会教育 公益財団法人 ヨネックススポーツ振興財団
http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html

編 集 後 記
心地良い秋と思いきや急に寒くなったり台風が来
たり長雨になったりで体調もおかしくなります。11
月8日は立秋ですが、最近の異常気象ではどう
なるか予想し辛いようです。
ボランティア活動も健康が基本ですので異常気
象にまけない健康管理で、更なる皆さまのご協
力を期待します。

