守谷ボランティア
ＮＥＷＳ
平成 2９年 12 月号（毎月 1 日発行）

もりやクリスマスファンタジー2017
ランタン飾りつけボランティア募集！
ペットボトルランタンで地上絵を作ります。
●日時 12月23日(土) 13:00～18:30
※雨天の場合24日(日)
※手伝い可能な時間帯のご協力をお願いします
●集合場所 守谷駅西口階段下
●申込・問合先 市民活動支援センター

＜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
電話：0297-46-3370 FAX：0297-46-3320
Email：moriyaborantia1@themis.ocn.ne.jp
ホームページ U R L：http://moriya-cac.org/
開館時間：午前 10 時～午後 6 時（午後 9 時まで延長可）
休館日：月曜日、年末年始

フリースペース展示のご案内

第29回MOA美術館茨城県児童作品展
黒内小学校・松ケ丘小学校の児童の、71点の絵画をご覧く
ださい。
●期間 11月29日(水)～12月5日(火)
[HP]MOA美術館全国児童作品展
http://www.moaart.or.jp/children/

第６回 親墨書道会小品展
半紙を中心に、一筆箋による作
品を展示します。
●期間 平成30年
1月4日(木)～14日(日)
※最終日は16：00まで

講座・イベント案内など
ペットボトルに砂を詰めて、
並べます

今年はどんな地上絵でしょうか？
点灯は16：30～

こんにちは！守谷のボランティアさん
＊守谷稲門会「歩いて学ぼう守谷の歴史」
11月19日(日)、北園森林公園に27名の方が集まり、中
世守谷城址、江戸時代守谷陣屋址の周辺を２時間あまり
歩きながら守谷の昔を学びました。
渡邊講師から土塁や郭の説明を受けると、その時代にタイム
スリップし、自分が武者になった気分になりました。

＊「１００年生きる」 時代をどう生き抜くか
～セカンドライフリテラシーと生きがい～
日本は長寿社会を迎えており、今後は寿命100歳時代がく
ると言われています。
「元気な人が元気なままで、生きがいを持って生き抜く」
健康に長生きするためのノウハウを考えます。
●講師 矢富直美 氏
（一社セカンドライフファクトリー理事長）
●日時 12月17日(日)
10:30～12:00
●会場 市民活動支援センター会議室
●参加費 無料
●定員 40人
●申込先・主催 守谷市民活動支援センター

＊もりやこども服リサイクルの会
ご自宅にある小さくなったこども服を交換しませんか？
●日時 12月22日(金) 10:30～12:30
●会場 もりや学びの里 和室3
●主催 もりやこども服リサイクルの会
●後援 守谷市
●問合先 moriya.kurux2@gmail.com
詳細はFacebookをご覧ください
★ボランティアスタッフ募集中★
一緒にリサイクル会、古着活用検討会を
運営しませんか？

※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 １２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」 伐採作業支援

みずき野文化財後援

第 2(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) 10:00～12:00

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 3(金)

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

10:00～12:00
10:00～11:30
10:00～12:00
13:30～15:30

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

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
11/1～12/15 平成 30 年度 公益財団法人 日本社会福祉弘済会
社会福祉 公益財団法人 日本社会福祉弘済会
http://www.nisshasai.jp/fukusijyoseijigyo/index.html
11/6～12/15 2017 年度あい基金助成事業
まちづくり

パブリックリソース財団
http://www.public.or.jp/ifund/
11/10～1/10 住まいとコミュニティづくり活動助成

まちづくり

一般財団法人 ハウジングアンドコミュニティ財団
http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html
平成 30 年 1 月～募集開始予定

まちづくり

守谷市市民公益活動助成金交付制度
守谷市協働のまちづくり基金
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/index.html

編 集 後 記
今年の秋は長雨にたたれましたが、ここに来て急
に寒くなりました。今シーズン冬の長期予報はほ
ぼ平年並みのとの予想だそうです。しかし気温の
変動は大きいことが想定されますので、ウォーキン
グや体操などで元気な身体作りに励んでボランテ
ィア活動に活かしてください。
それでは良いお年をお迎えください。

