平成
30 年

６ 月開講コース学生募集！

■守谷を知るコース
■緑と人の健康コース

募集期間

4/17(火)～5/10(木)

■守谷未来設計コース
■もりや市民大学入門コース
■茨城国体サポートコース

国体ボランティアにむけて、まずはハンドボールの試合を観戦
茨城国体サポートコース

市長 『ご入学おめでとうございます！』
開講式

宿題やってきた？
伝える力を身につけようコース

子育て中のママたちが参加しやすいように
無料の託児サービスを行っています
もりや市民大学 HP

http://moriya-cc.com

保育ルームの利用を希望される方は、講義日の 2 週間前までに、
守谷市役所市民協働推進課までご連絡ください。
※校外及び夜間の講義では、保育ルームの利用はできません
【お預かり対象】
生後６か月以上の未就学児（市内在住）
平成 30 年 3 月 31 日発行

伝える力のスキル UP のため受講しました。具体的には、
回覧板の書き方、プレゼンの仕方、スマホの使い方など
を実習形式で学びました。各々の伝える内容が地域の
関心・問題などであったため、伝える力向上の他に、知
人が増え、守谷市の事を学ぶ機会にもなりました。
平成 29 年 11 月コース受講生 福永さん

先輩受講生からの

Message

「ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ手法を活用した地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの
課題解決ｺｰｽ」を受講しています。地域でのなぜ？こう
だったらいいのに と思うことを、多様な視点から、意見
を出し合い、皆さんと楽しく学んでいます。福祉の充実
した守谷に微力ながらお手伝いしたいと思っています。
平成 29 年 11 月コース受講生 野口さん

総合コース・守谷を知る

専門コース・緑と人の健康

自らの可能性を広げることで、地域づくりに参画する協働の意
識を育てることを目的に学習します。また、守谷の現状につい
て学習し、地域活動に必要な知識を高めながら、「守谷から
の視点」でこれからの課題や問題点について学習します。

ストレス社会である現代、植物や自然環境による療法的効
果が期待されています。緑と人の健康に関する基礎的な知
識を身につけることを目的とし、園芸や地域の緑地を利用した
健康プログラムについて学びます。

土曜日／10：30～12：00／定員：25 人

木曜日／10：00～13：00／定員：30 人

受講料：1,000 円（全 10 回分・資料代含む）

受講料：1,000 円（全 9 回分・資料代含む）※別途、材料費がかかります

No

1

2

3

4

日時

6/2（土）
9:30～12:00

6/16（土）
10:30～12:00

7/7（土）
10:30～12:00

8/11（土）
10:30～12:00

講座内容／講師

No

開講式＆市政講座（全コース共通）

守谷市の総合計画を知る

1

講師：市役所総務部

福祉／
傾聴ボランティア・ジャスミンの活動紹介
講師：神谷勲
（守谷傾聴ボランティア・ジャスミン会長）

2

6

8/18（土）
10:30～12:00

8/25（土）
10:30～12:00

6/2（土）
9:30～12:00

6/14（木）
10:00～11:30

先進事例／
市民メディアをはじめてみよー！

講座内容／講師

開講式＆市政講座（全コース共通）

守谷市の総合計画を知る
講師：市役所総務部

緑による癒しのメカニズム
―何故、人は緑で癒されるのか
講師：岩崎寛
（千葉大学大学院園芸学研究科准教授）

園芸療法を学ぶ

講師：綾部みよ（NPO 法人ちゃんみよ TV 理事長）

３

講師：岩崎寛
11:30～13:00

こども／
ミ・ナーデ（南守谷児童センター）を知る
講師：小原順子（南守谷児童センター館長）

4
5

日時

人材育成／
関東エリアの市民大学の評価

※ハーブの寄せ植えを作ります。7/26 の講義で、各自で育て
たハーブを使って石鹸を作ります
※材料費：1,000 円程度

6/28（木） 緑と運動効果 講義
10:00～11:30

講師：岩崎寛

講師：髙橋真美（もりや市民大学運営委員）

環境／
守谷の環境・緑地保全から地域創生へ
『自然歩道高度化計画』

5

11:30～13:00

緑と運動効果 実践（ウォーキング）
講師：岩崎寛

講師：作部屋義彦（守谷市観光協会会長）

7

8

9

9/8（土）
10:30～12:00

10/6（土）
10:30～12:00

10/13（土）
10:30～12:00

10/20（土）
10

10:30～12:00

12:00～12:30

6

企業・イベント／
守谷市商工会の活動紹介

7/12（木） 緑を活かした地域ケアの進め方
10:00～11:30

講師：岩崎寛

講師：小川一成（守谷市商工会会長）

まちづくり／
ビデオクラブ常総映像の地域貢献活動

7

11:30～13:00

緑を活かした地域ケアの提案（ワークショップ）
講師：岩崎寛

講師：室伏隆幸（常総映像会長）

教育／
世界で輝く人づくりをめざす守谷の教育

8

7/26（木） 生活の中に緑を取り入れる工夫
10:00～11:30

講師：岩崎寛

講師：守谷市教育長

福祉／
NPO 法人なごみの活動を知る
講師：菊地淳（NPO 法人なごみ理事長）

修了式

【注意点】※講師および講義日時などは変更される場合があります

11:30～13:00

9
13:00～13:30

ハーブの多面的利用（石鹸づくり）
講師：岩崎寛

修了式

※校外および夜間の講義は保育ルームの利用はできません

今期、新たな入門コースを開講します。「ちょっとだけ体
験してみたい」「どんなことをやっているのか見てみたい」
「自分に合っているかどうか確かめたい」などと考えてい
る方にお勧めです。ぜひご検討ください。
もりや市民大学学長 宮﨑毅

学長・市長からの

もりや市民大学は、地域づくりの担い手育成を
目標としています。多様化する地域の課題に対
して、市民と市が協力して解決に当たり、支え合
いの地域づくりを実現していきましょう。

Message

守谷市長 松丸修久

（東京大学名誉教授・守谷市在住）

専門コース・守谷未来設計 ～魅力的なまちづくり～

オープンコース

住民による活気のあるまちづくりを事業として実施していくため
の手法を学びます。市がすすめる「まちづくり協議会」と連動す
る内容です。守谷の未来を予測しながら、事業計画の作成
を体験します。

就業中や子育て中など、忙しい世代の皆さんでも受講を
体験できる短期コースです。 ※学生証の交付はありません

金曜日／13：00～14：30、14：30～16：00／定員：20 人
受講料：1,000 円（全 10 回分・資料代含む）
No

1

2

3

4

5

6

7

8

日時

6/2（土）
9:30～12:00

6/8（金）
13:00～14:30

14:30～16:00

6/29（金）

講座内容／講師

開講式＆市政講座（全コース共通）

守谷市の総合計画を知る
講師：市役所総務部

まちづくりの背景

もりや市民大学入門
もりや市民大学は、2012 年 10 月に協働のまちづくりの担い
手を育成する目的で開校しました。運営委員が講師を務
め、他の市民大学との比較評価や過去の人気講座、修了
生の活躍を紹介します。
火曜日／10：30～12：00／定員：20 人
受講料：500 円（全 4 回分・資料代含む）
No

（コンパクトシティのゾーニングを理解）
講師：矢冨直美
（東京大学高齢社会総合研究機構協力研究員）

1

ワークショップ 1

2

（多様なまちづくりのあるべき姿のリスト作成）
講師：矢冨直美

3

まちづくりの住民調査

13:00～14:30

（調査方法の学習、調査票の設計と実施方法）
講師：矢冨直美

8/31（金）

調査結果の検討（一般公開）

（住民ニーズや地域資源の把握）
会場:市民ギャラリー 講師：矢冨直美

4

9/7（金）
13:00～14:30

まちづくりの方法
（魅力的なまちづくりの方法を学ぶ）
講師：矢冨直美

ワークショップ 2
14:30～16:00

9/28（金）
13:00～14:30

10:30～12:00

7/17（火）
10:30～12:00

8/28（火）
10:30～12:00

9/11（火）
10:30～12:00

（ディスカッションと事業目標の設定）
講師：矢冨直美

まちづくり事業計画案づくり
（まちづくり事業の立案方法を学ぶ）
講師：矢冨直美

14:30～16:00

（テーマ別に事業計画を作成）
講師：矢冨直美

ワークショップ 4

13:00～14:30

（事業実施組織の立ち上げ計画作成）
講師：矢冨直美

14:30～15:00

修了式

講座内容／講師

もりや市民大学と人材育成
修了生の活躍を紹介する
「市民が選ぶ守谷の魅力ベスト 10」解説
もりや市民大学の評価
評判の良かった講義の紹介

茨城国体サポート
あなたも「スポーツボランティア」として「いきいき茨城ゆめ国体
2019」への参加を目指しませんか。競技場内外での誘導や
案内など、重要な役割が期待されています。

日曜日／10：30～12：00／定員：25 人／受講料：無料
No

1

ワークショップ 3

10/5（金）
10

6/19（火）

13:00～14:30

2
9

日時

3

4

5

日時

講座内容／講師

6/17（日）

いきいき茨城ゆめ国体 2019 の概要を知る

10:30～12:00

講師：国体実行委員会事務局長

7/22（日）

スポーツボランティアとは

10:30～12:00

講師：宇佐美彰朗（東海大学名誉教授）

7/29（日）

ハンドボール競技を知る

10:30～12:00

講師：中山悟、田中将
（スポーツ少年団守谷クラブ指導者）

8/4（土）

プレ国体ハンドボール大会の支援

～8/6（月）

※競技別リハーサル大会「第 23 回ジャパンオープンハンド
ボールトーナメント」に参加してボランティアを体験します

9/16（日）

ボランティアリーダーの役割を考える

10:30～12:00

（ワークショップ）

もりや市民大学とは

受講申込みについて
◆募集期間
平成 30 年 4 月 17 日（火）～5 月 10 日（木）
※消印有効
◆申込方法 (1)または(2)の方法でお申込みください
(1)受講申込書を提出
パンフレットの折込み または もりや市民大学のホームページ
からダウンロードした「受講申込書」に記入のうえ、①～③の
いずれかの方法でお申込みください。
①窓口へ提出

市役所市民協働推進課または市民活動支援セン
ターに提出

②郵送

〒302-0198 守谷市大柏 950 番地の 1
守谷市役所 市民協働推進課 宛

③FAX

0297-45-6526（市役所市民協働推進課）

守谷市は、市民、行政、企業、団体等が主体的・積極的に参
加する｢協働のまちづくり｣を推進しています。この施策を進めるに
あたり大きな課題は人づくりにあると考えました。大学では、守谷を
とりまく環境や諸課題について学び、実践的な講義や議論を通じ
て意識の共有化を図るとともに、協働の担い手として自らが地域
貢献することの意義を学びます。
（平成 24 年 10 月開校）
【対

象】 市内在住、在勤、在学の 15 歳以上の方

【キャンパス】 守谷市民活動支援センター
利用できる駐車場に限りがありますので、徒歩、
自転車、公共交通機関を利用した登校にご協
力ください。

(2)ホームページから http://moriya-cc.com/
もりや市民大学ホームページの申込フォームからお申込みくだ
さい。
◆申込結果の通知
可否に関わらず、申込者全員に文書で通知します。
なお、結果通知が 5 月 22 日(火)を過ぎても到着しない場
合は、お問合せください。
◆受講料について
・金額はコースごとに異なります。講座一覧をご確認ください。
・申込結果通知に「支払用紙」を同封します。指定日までに
取扱金融機関でお支払いください。振込手数料はかかりま
せん。
※その他に教材費など自己負担の場合があります
※欠席などによる受講料の払い戻しはありません
◆注意点
※複数コースを受講することもできます
※申込者多数の場合は、抽選にて受講者を決定します
※応募が少ない場合、コース開講は中止になることがあります

開講式のご案内（総合・専門コースのみ）
6 月 2 日（土）9：30～12：00
開講式、オリエンテーション、学生証の交付、市政講座を行いま
す。出席できない方は、2 回目の講義日までに守谷市民活動
支援センター受付にお越しください。

もりや市民大学放送局
講義の様子をもりや市民大学のホームページで公開しています。
「もりや市民大学放送局 講座ビデオ」 からご覧ください。
※内容により、一部公開されない場合があります

聴講制度
受講生以外の方でも講義を聴くことができます。
受講料：１講義 200 円
5 月 18 日（金）受付開始
※講義ごとに事前申込みが必要です
※内容により、聴講が受けられない場合があります

お問合せ先
◆もりや市民大学事務局
守谷市役所生活経済部市民協働推進課内
住所
TEL
FAX
E-mail
開庁時間
閉庁日

〒302-0198
守谷市大柏 950 番地の 1
0297-45-1111（代表）
0297-45-6526
kyoudou@city.moriya.ibaraki.jp
8:30～17:15
土・日曜日、祝日、年末年始

◆守谷市民活動支援センター
住所

TEL
FAX
E-mail
開館時間
休館日

〒302-0119
守谷市御所ケ丘五丁目 25 番地 1
守谷市市民交流プラザ 2 階
0297-46-3370
0297-46-3320
info@moriya-cc.com
10:00～18:00
月曜日、年末年始

