守谷ボランティア
ＮＥＷＳ
平成 30 年 1 月号（毎月 1 日発行）

＊地域の再生～若者に魅力あるまちとは～
日本の人口減少は始まっており、守谷市もその流れから逃れ
ることはできません。
自分たちの地域が豊かな街として続くかどうかは、現在そこに
住む人々が考え選択していかなくてはなりません。
子育て世代が多く住む街にするためにはどんな条件が必要か
を考える講座です。
●講師 矢冨直美 氏
一般財団法人セカンドライフファクトリー 理事長
●日時 1月28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 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 1月4日(木)～14日(日)
※最終日は16:00まで

＊パソコン講習会受講生作品展
参加者全員が作品作りに懸命に取り組みました。
ぜひご覧ください。

※「出前サロン御所ケ丘」の作品展示もあります。
●期間 1月17日(水)～2月3日(土)
●主催 ITサポート守谷
講座・イベント案内など

＊つるし飾りを募集しています
「第6回守谷ひなまつり」で展示します。
●申込締切日 1月24日(水)
●作品受渡し場所 市民活動支援センター
持込：2月1日(木)14:00～16:00
返却：3月15日(木)15:00まで
●主催 守谷ひなまつり実行委員会
●問合先 市民活動支援センター
こんにちは！守谷のボランティアさん
＊センター講座「100年生きる」時代をどう生き抜くか
12月17日(日)、市民活動支援センター会議室に61人もの
方が集まり矢冨先生の講座を聴きました。満席で質問が多
かったため、時間を延長して大変好評のうちに終わることとな
りました。

＊もりやクリスマスファンタジー2017
12月23日(土)守谷駅西口にて、クリスマスイベントが行われ
ました。今年は風も吹かず、穏やかな天気で大成功。
ランタンで描く巨大地上絵のテーマは「夜の遊園地」。曲線を
作るのはむずかしいのですが、こちらも大成功でした！

＜参加者の声＞ アンケートより抜粋
・充実したセカンドライフにするため「人の役に立つライフテーマ
を見つける」を教えていただき大変良かったです。
・人生100歳時代の課題(4つ)が分かって元気で長生きする
ためのヒントになったと思います。

寒いなかでのベリーダンス、ヤキソバ・豚汁の出店、長時間の
作業していただいた多くのボランティアさん、お疲れ様でした。
ランタンに火を灯してくれたこどもたち、ありがとうございました！
※街路樹のイルミネーションは1月13日(土)まで

※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 １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 4(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 5(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
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 「アクティブシニアの会守谷」
域 シニアが活躍できる街をめざして研究会・地域貢献活動
「もりやこども服リサイクルの会」
こども服交換会を開催 ※スタッフ募集中

「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
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

1/19(金) 10:30～12:30

佐藤 080-8191-0050

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

室屋 0297-48-5369

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.com

菅野 090-3040-0867

助 成 金 情 報
12/1～1/12 第 19 回北川奨励賞
社会福祉 特定非営利活動法人 コーポレートガバナンス協会
http://www.teamcg.or.jp/kaward/guide19.htm
教育・福祉

12/1～1/22 一般助成 公益財団法人倶進会
http://www.gushinkai.com/jyosei/index.html
1/5～1/25 守谷市市民公益活動助成金交付制度

まちづくり

守谷市協働のまちづくり基金
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/citizens/shimin_jyosei/s
ubsidy.html

まちづくり

1/8～1/31 2018 年度 地域ささえあい助成 CO･OP 共済
http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2018.html

編 集 後 記
あけましておめでとうございます。去年の酉年が
「商売繁盛の年」とされるのに対して、今年の戌
年は「守りの年」とされるそうです。しかし、守ってい
るだけでは進歩は望めません。「攻撃は最大の防
御」という格言もあります。攻める気持ちで新しい
ことにチャレンジしてください。

