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「おしゃべり傾聴サロン」・「オンライン傾聴」
開設のご案内

つるし飾り初心者講座受講者募集

●定員 グループ傾聴 参加自由
1 対 1 傾聴及びオンライン傾聴 予約制（1 時間）
●参加費 無料 ●申込期間 随時
●申込・問合先 守谷傾聴ボランティア・ジャスミン
神谷 ☎45-1948 河合 ☎48-3785
オンライン傾聴希望者はメールで申し込む
jasminejasminemry＠gmail.com

かわいらしい「つるし飾り」を一緒に楽しく作りま
せんか。
＜講座日程＞
毎回つるし飾りの小物を１個完成させ
ます。
●日時 6月～翌年1月までの第4火曜日
(全8回)13:00～15:00
※木曜日に変更の場合あり
初回 6月28日
※スケジュール表は別途ご連絡します
●定員 先着20人
●会場 市民活動支援センター会議室
●参加費 各回1,000円(材料費)
●主催 守谷ひなまつり実行委員会
●持ち物 洋裁道具一式(赤・生成の絹糸、絹針)
●申込方法・問合先 6月12日(日)までに、市民活動
支援センターに電話で申込む
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登録団体活動情報
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各団体の活動予定は変更になる場合があります。事前に各問合せ先にご確認ください。

団 体 名

場 所

活 動 日

問 合 先

手話サークルふれあい 手話の学習・交流

中央図書館・中央公民館

毎週金曜日(第 5 金曜日は休み)
川畑 090-6500-0266
10:00～12:00

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

山口 090-2742-2619

大柏里山の会 谷津田の草刈り、ゴミの回収作業

大柏下ケ戸(元はるにわカフェ前)

第 2(日) 9:00～11:00

髙木 090-1268-0269

立沢里山の会 里山整備

立沢里山

第 3(土) 9:00～12:00

市民活動支援センター

守谷おりがみクラブ おりがみ教室

守谷市民活動支援センター

第 2(土) 13:30～15:30

川名 090-7242-4888

助成金情報

＊内容は変更になる場合があります。各 HP をご確認ください。

医療・
福祉

～5/20 第３9 回「老後を豊かにするボランティア活動資金助
成事業」
公益財団法人みずほ教育福祉財団
http://www.mizuho-ewf.or.jp/

医療・
福祉

～5/20 第 45 回福祉車両寄贈申し込み
公益財団法人 24 時間テレビチャリティー委員会
https://www.24hourtv.or.jp/

木々の新緑がまぶしく、森林浴に出掛けたくなる季節となり

～5/30 コメリ緑資金ボランティア助成
公益財団法人コメリ緑育成財団
http://www.komeri-midori.org/

シュすると報告されています。森林内で最もフィトンチッドの

環境

～5/31 2022 年度ニッセイ財団高齢社会助成「地域福祉チ
ャレンジ活動助成」
公益財団法人 日本生命財団

です。そのため森林浴の効果をより多く得るには、午前中に

医療・
福祉

http://www.nihonseimeizaidan.or.jp/kourei/02.html

編 集 後 記
ました。全ての植物は、子孫を残すためにフィトンチッドという
気体を出しています。人間は、この成分を嗅ぐことでリフレッ
濃度が高くなる時期が春から夏にかけてです。また、ガス交
換が最も多く放出される時間帯は夜明け前から昼にかけて
行くことが望ましいです。疲れた身体を癒しに森林浴をして
みてはいかがでしょうか。

こんにちは！守谷のボランティアさん
もりサポ塾紹介＆講師インタビュー

2022.4 月＠市民活動支援センター

もりサポ 塾は ひと りの 女性 の想いから 始 まりま した！
代表の川崎さんは高校卒業後に単身でアメリ

習ボランティアをしたい」と相談に来ていた阿萬野さんを起ち上げ

カの大学に留学に行く、度胸と行動力のある明

メンバーにお誘いしました。

るい女性です。

髙木さん曰く、「川崎さんは幸運をどんどん引き寄せられる人」との

帰国後は、アメリカで培った英語を使って、子ど

こと。センター職員も同じ思いです。
大変だったことは、本当に必要としている子に「もりサポ塾」を知っ

もが好きということもあり、塾講師や家庭教師を
していました。この頃から教育格差が気になり、

川崎先生 兼塾長
担当教科：英語

てもらう事でした。デリケートな内容なので社会福祉協議会にお

教えるという技術を使ったボランティアをやってみ

願いし、市内の商工会が取り組んでいる「ひとり親世帯支援」時

たいと想い始めました。

にチラシを入れてもらいました。また、教育委員会を通して、各学

近所の方との立ち話から、元センター長の髙木さんと当センターを紹

校にチラシを置いてもらいました。

介され、話はトントン拍子に進みました。同じ頃、タイミング良く「学

募集中🐤

もりサポ塾とは
勉強を教えてほしいけど、なかなか塾に通えないとあきらめている中

もりサポ塾では、事業継続のために、勉強を教えてくれるボランテ

学生のみなさんが通える塾です。経済的な理由などで塾に通うこと

ィア講師の他にもマネジメント等の経験をお持ちの方を募集して

が困難な世帯の中学生のために、2022 年 2 月からスタートしまし

います。興味のある方は川崎さんまたはセンターにお声かけくださ

た。現在の塾生は市内の中学生 10 名。主に英語や数学、国語を

い。お待ちしております。

教えています。

塾講師の紹介！( )内はニックネーム・担当教科・参加理由
★阿萬野先生(アマティー)

★石田先生(ノブ)

数学

★久保先生(あっちゃん)

数学

数学

定年退職後、長年携わ

退職後、守谷で人脈

社会の役に立ちたい。

ってきた教育関係で地域

を広げるとともに、これ

いろいろな子どもと関

に貢献できないかと考え、

までの経験をもとに役に

わりあい、成長の手助

参加。進路選択に役に

立ちたいと思い参加し

けができたらと思いま

立てればと思います。

ました。

す。

★中村先生
英語

★藤井先生
英語

★髙木先生(Tamo)
国語

★野口先生(みなみ)
数学

勉強をした

教育に力を入

設立趣旨

自分を成長

い、分 かる

れている守谷

に賛同しま

させる良い機

ようになりた

市でも、勉強

した。

会だと思い参

いという子

についていけな

加しました。

どもたちに

い子どもがいる

得意科目で

学習サポー

ことを知り、力

はないが分か

トをしたいと思います。

になりたいと思いました。

りやすく伝えたいと思います。
＜取材：市民活動支援センター＞

