2022 年度 募集案内
募集期間

4/8

( 金 )

～5/10

( 火 )

「住みよいまち守谷」の実現に向けて

守谷で一歩踏み出しませんか？

守谷市は地域主導・住民主導のまちづくりを進めてい

新型コロナ感染、ロシアのウクライナ軍事侵攻、気候

く中で、市民の皆様の活気あふれるパワーを実感して

変動など、地球規模の諸問題が、我々の身近な日常

います。ウィズコロナの新しい日常の中で大胆な改革

生活に繋がっていることを思い知らされています。人

を目指す我が市にとって、この「市民力・地域力」は大

類がこうした難しい課題に直面している今日、守谷市

きな糧となります。

民としても、改めて地域での生き方、学び方を考えず

2022 年のもりや市民大学は、市が掲げる 4+1（フォー

にはいられません。もりや市民大学は、可能な限り時

プラスワン）の「もりやビジョン」を念頭に、魅力あふれ

代の要請を意識しつつ 2022 年度の開講を準備しま

る講義が集約されました。「住みよいまち守谷」の実

した。ともに学び、ともに考え、ともに行動する機会を

現に向けて、共に学んでいきましょう。

求めている方々のご入学を心からお待ちしています。

守谷市長

もりや市民大学学長

まつまる のぶひさ

みやざき つよし

松丸 修 久

宮﨑 毅
（東京大学名誉教授・守谷市在住）

もりや市民大学 HP

https://moriya-cc.com
2022 年 4 月 発行

守谷を知るコース
開講式及び市政講座＜各コース共通＞
6/4（土）9:30～11:30

開講式

会場：中央公民館

市政講座 1：もりやビジョンとその実現に向けた取り組み

市役所 市長公室長

市政講座 2：第三次守谷市総合計画

市役所 市長公室企画課

市政講座 3：守谷の教育

守谷市教育委員会

6/11（土）～6/30（木）
※

オンラインビデオで視聴

※ 講義は各自オンラインで受講いただきます（詳細は別途案内） 守谷市民活動支援センターにて受講する事もできます

守谷の市政・歴史・経済・環境などを学び、守谷がなぜ住み
たい街と言われるのか、その謎に迫るコースです。

月日
①

6/18（土）

②

7/2（土）

■曜日 土曜日 ※3/23 のみ木曜日
■時間 原則 10：30～12：00
■受講料 2,000 円（全 20 回分）
■定員 25 名（教室 15 名、オンライン 10 名予定）
■教室 守谷市民活動支援センター会議室

分野/講義名
経済

守谷市商工会の活動
守谷の史跡と文化財 ＜パート１＞

歴史

講師
守谷市商工会会長 小川 一成

守谷の歴史を学ぶ会会員

➂

7/9（土）
＜校外授業＞

④

7/16（土）

経済

守谷生まれの食品を知り楽しもう

市役所 経済課

⑤

8/6（土）

企業紹介

（株）前川製作所の紹介

（株）前川製作所

⑥

8/20（土）

まちづくり

守谷市の都市計画とまちづくり

市役所 都市計画課

⑦

9/3（土）

守谷の史跡と文化財巡り ＜パート２＞

守谷で「かかりつけ医」をもとう
医療と福祉

⑧

9/17（土）

⑨

10/1（土）

大原 逸男

保健センター所長補佐
芳師渡 理砂

守谷社会福祉協議会の役割と高齢者施設の有

守谷市社会福祉協議会事務局長

効活用

横瀬 博

守谷の里山を知る ＜パート１＞
自然

守谷里山ネットワーク代表

⑩

10/15（土）
＜校外授業＞

⑪

11/5（土）

⑫

11/19（土）
＜校外授業＞

⑬

12/10（土）

経済

国際政治経済講座

⑭

12/17（土）

歴史

守谷の開発史

⑮

2023 年
1/14（土）

経済

友達に伝えたくなる守谷の楽しみ方

ご当地ブロガー torishin

⑯

2/4（土）

国際交流

ドイツから来た国際交流員が見た守谷

守谷市国際交流員 シュテファニー

⑰

3/23（木）
＜校外授業＞

経済

ＴＸ車両基地見学

首都圏新都市鉄道（株）

守谷の里山を歩く ＜パート２＞
環境問題を考える
環境
環境美化活動の実践

清野 修

市役所 生活環境課
もりやをきれいにしよう会会長
鈴木 榮
常陽産業研究所
チーフエコノミスト 尾家 啓之
元守谷市教育委員会教育部長
豊谷 如秀

※ ホームページにて各講座の詳しい内容を紹介しています。表紙の QR コードからご覧ください！

いきいきシニアコース
開講式及び市政講座＜各コース共通＞
6/4（土）9:30～11:30

開講式

会場：中央公民館

市政講座 1：もりやビジョンとその実現に向けた取り組み

市役所 市長公室長

6/11（土）～6/30（木）

市政講座 2：第三次守谷市総合計画

市役所 市長公室企画課

オンラインビデオで視聴※

市政講座 3：守谷の教育

守谷市教育委員会

※ 講義は各自オンラインで受講いただきます（詳細は別途案内） 守谷市民活動支援センターにて受講する事もできます

人生 100 年時代を迎え、生き方が変化しています。新しい長寿時代にふさわしいシ
ニアの生き方をみんなで考えませんか。
このコースでは「自分らしいシニアライフを考える」、「地域コミュニティへの参加」、「心と
身体の健康づくり」について、みんなで一緒に考え、実践する講座です。
月日

■曜日 金曜日
■時間 原則 10：30～12：00
■受講料 2,000 円（全 20 回分）
■定員 15 名（オンライン受講も可能です）
■教室 守谷市民活動支援センター会議室

講義名

講師

①

6/17（金）

長寿時代の豊かなシニ

自分らしさを探求する

②

6/24（金）

アライフを考える～自分

自分らしい生き方を描く

➂

7/8（金）

ージの生き方～

シルバー人材センターで生きがい作り

④

7/29（金）

地域コミュニティに参加

地域貢献ボランティアに参加してみませんか

ボランティア活動グループ

⑤

8/5（金）

しよう

サークルに入ってみよう

サークル活動グループ

らしい第２、第３ステ

キャリアコンサルタント
須賀 由美子
守谷市シルバー人材センター理
事長 豊谷 如秀

筑波大学

⑥

8/26（金）

高齢者のこころの健康や老化対策としての運動効果

人間総合科学学術院教授
水上 勝義

⑦

9/16（金）

⑧

9/30（金）

康づくり

⑨

10/7（金）

あきらめない！誰でも

楽しいウォーキングで健

楽しい守谷のウォーキングコースを知ろう
健幸ウォーキングもりや

ミニ体験：歩いてみよう宇佐美式ウォーキング
アクティブシニアを目指す

楽しくアクティブシニアに
⑩

10/21（金）

⑪

11/4（金）

⑫

11/18（金）
12/2（金）

⑬

なる体操

2023 年
1/27（金）

⑮

2/17（金）

⑯

3/10（金）

⑰

3/17（金）

屋嘉部 めぐみ

脳トレクッキングを知る
脳トレクッキングを楽し
もう

脳トレクッキングを計画する
（ワークショップ）

脳トレクッキング守谷
澤田 由加利 ほか

ミニ体験：脳トレクッキングを楽しむ

会場：中央公民館
調理室

⑭

ミニ体験：アクティブシニアになる体操

健康運動指導士

小旅行の脳トレ効果
小旅行の計画作成
実践小旅行

（ワークショップ）

国内旅行業務取扱管理者
飯嶋 章

小旅行の報告作成と成果発表
（ワークショップ）
スマートフォンを上手に使って人生を楽しもう

スマートフォンアプリ実践者

※ ホームページにて各講座の詳しい内容を紹介しています。表紙の QR コードからご覧ください！

まちづくり協議会コース
開講式及び市政講座＜各コース共通＞
6/4（土）9:30～11:30

開講式

会場：中央公民館

市政講座 1：もりやビジョンとその実現に向けた取り組み

市役所 市長公室長

6/11（土）～6/30（木）

市政講座 2：第三次守谷市総合計画

市役所 市長公室企画課

オンラインビデオで視聴※

市政講座 3：守谷の教育

守谷市教育委員会

※ 講義は各自オンラインで受講いただきます（詳細は別途案内） 守谷市民活動支援センターにて受講する事もできます
フォープラスワン

守谷のまちづくりを進める「もりやビジョン４＋１」。この中核をなすのが「まちづくり協議
会」。このコースは、まちづくり協議会とは何か、現状はどうなっているかを把握し、まち
づくり協議会の活動推進のためのヒントを学ぶ講座です。現在、まちづくり協議会に
参加している方、参加してみたい方、知りたい方は、ぜひ参加してください。
月日

講義名

① 6/14（火）
② 6/28（火）
➂

まちづくり協議会イン
トロダクション

7/12（火）

④ 会場：1F 視聴覚室
13:30～15:00

「住民流×自助型
の地域福祉」で災
害時代を生き残る

8/30（火）※※

⑥ 8/23（火）※※

⑧ 9/27（火）

まちづくり協議会と地域福祉

市役所 担当部署

パネルディスカッション：まちづくり協議会の課題と
今後の展望

パネラー：まちづくり協議会
メンバー

住民流×自助型地域福祉の具体策

「企画を立てる」ための考え方と技術
地域課題の発見と
対応推進方法

「企画を伝える」ための考え方と技術
「つながりをつくる」ための考え方と技術

⑨ 10/4（火）

「力を引き出す」ための考え方と技術

⑩ 10/25（火）

地域活動における DX(デジタルトランスフォーメー
ション)と HP・SNS について

⑪ 11/8（火）

WEB 活用による情
報発信と情報共有

グループウェアによる情報発信と情報共有について

⑫ 11/22（火）

ミニ体験：グループウェアを体験しよう

⑬ 12/13（火）

オリエンテーション
～講義の概要と参加者の自己紹介～

⑭

2023 年
1/24（火）

⑮ 2/14（火）
⑯

2/28（火）
＜校外授業＞

⑰ 3/14（火）
※※ 受講日に注意

住民流福祉総合研究所
木原 孝久

住民流×自助型で地域福祉はどう変わるか

13:30～15:00

⑦ 9/13（火）

講師

住民流とはなにか、普通の福祉とどこが違うのか

13:30～15:00

8/9（火）

⑤

■曜日 火曜日
■時間 原則 10：30～12：00
（③～⑤ 13：30～15：00）
■受講料 2,000 円（全 20 回分）
■定員 15 名（オンライン受講も可能です）
■教室 守谷市民活動支援センター会議室

学校を活動拠点に
楽しく元気なコミュニ
ティ育て～その実際
と推進法～

ウニベルシタスつくば代表幹事
徳田 太郎

元 IT コーディネーター
古橋 俊夫

秋津コミュニティ＆秋津小学校コミュニティルームの
住民自治での運営法
私の人財育成の考え方と手法

スクール・コミュニティ研究会代表
岸 裕司

秋津コミュニティ事例調査(現地調査)
「夢のある学校」を表現しよう！（講義全般の振
り返りとワークショップ）

※ ホームページにて各講座の詳しい内容を紹介しています。表紙の QR コードからご覧ください！

公開講座
わたしたちの生活に関係する様々な分野の講座を、もりや市民大学受講生だけではなく、多くの市民が受講できる講座です。
■受講料 無料
■会場 守谷市市民交流プラザ 市民ギャラリー

講座の内容、申込み方法などの詳細は、後日「広報もりや」等にてお知らせします
日時

①6/19（日）
10:30～12:00

②7/31（日）
10:30～12:00

③8/28（日）

講座名

講師

一般社団法人ウッドマイルズフォーラム 理事長

いま話題のカーボンニュートラルを語る！

一般財団法人林業経済研究所 フェロー研究員

それは何？守谷市民にできることとは？

藤原 敬
中央学院大学教授

人口減少時代のまちづくり

元我孫子市長、元消費者庁長官
福嶋 浩彦

学ぼう！TX 講座

9:30～午前中

（つくばエクスプレスと環境への取り組み）

※親子イベント

※会場：TX 守谷駅内講習施設＆車輌基地

首都圏新都市鉄道（株）
（つくばエクスプレス）

積水化学工業（株） 住宅技術研究所
④11/13（日）
10:30～12:00

住宅地盤と自然災害

博士研究員

～地盤に関する基礎知識と防災の知恵～

中部大学工学部 客員講師
キム

チ ョ ルホ

金 哲鎬

市民科学ゼミ
私たちの身近な課題からテーマを選び、教官の指導を受けながら自主的に調査研究を進めるコースです。

■期間 ２年
■参加費 無料
■定員 10 名

テーマ：守谷ファンを増やす研究
今、地方創生の取組みの１つとして「関係人口」という考え
方が注目されています。関係人口とは、居住・移住まではし

スケジュールのイメージ
2022 年

テーマについて関連情報を学ぶ

6月

・国の進める地方創生

ないが、特定の地域に興味・関心を持ち、そこに関わりたいと

・守谷市の『関係人口』増加への取組み 等
（市職員地方創生担当より講義）

想う人（いわゆるファン）を指します。

人口増加への取り組み

守谷市は関係人口を増やし、多様な人財との交流による地
域の活性化を目指しています。
守谷市民としてどのような関わりができるのか？
何をすべきか？ などを研究します。

７月

教官の指導を受けながら、活動計画を立案

9月

・時間割を含めフィールドワーク等も工夫しなが
ら、主体的に調査研究に取り組む
・この間、年に１、２回程度の中間報告を行う

■指導教官
伊藤 哲司（茨城大学人文社会科学部教授）
年間 4、５回程度の対面指導、およびオンラインでアドバイ
スをいただきます。

2024 年
1 月～3 月

論文作成、研究結果に基づく市への提案

もりや市民大学とは

受講方法について

守谷市は、市民、団体、事業者、行政等がそれぞれの自主

・原則守谷市民活動支援センターの教室で受講します。

的な行動のもとにお互いに連携するまちづくりを目指していま

・新型コロナ感染対策として、定員の制限、マスク着用、

す。近年の少子高齢化をはじめとする暮らしを取り巻く環境

検温、手指・机の消毒などを徹底したうえで講座を実施

の変化に対応し、地域の様々な課題を地域主導で解決す

します。

る「協働のまちづくり」の担い手を育成するために、もりや市民
大学が設置されています。 （平成２４年１０月開校）

受講申込みについて
■受講対象
市内在住、在勤、在学の１５歳以上の方
■募集期間
２０２２年４月８日（金）～５月１０日（火） ※消印有効
■申込方法 (1)～(3)の方法でお申込みください

・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。

保育ルームのご案内
(1) もりや市民大学ホームページから
ホームページにアクセスして、受講申込み
フォームから申込みしてください
https://moriya-cc.com/
（2） 窓口
パンフレット折込みの「受講申込書」を、市役所市民協働推
進課または守谷市民活動支援センターに提出してください

無料の託児サービスを行っています。
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。
※校外および夜間の講義では、利用できません
【お預かり対象】 生後６カ月以上の未就学児（市内在住）
【お預かり場所】 守谷市市民交流プラザ１階
一時預かり「ぴよぴよ」

聴講制度
（3） FAX・郵送
パンフレット折込みの「受講申込書」を、市役所市民協働推
進課へ提出してください

受講生以外の方でも講義を聴くことができます。
但し、教室の人数制限により受講頂けない場合があります。
【聴講料】 １講義２００ 円
５月２５日（水）受付開始
※講義ごとに５日前までの申込みが必要です
※講義内容により、聴講が受けられない場合があります

■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２５日(水)を過ぎても到着しない場合
は、お問合せください。

お申込み、お問合せ先

■受講料について

■もりや市民大学事務局

・金額は、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。
※受講料とは別に、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

守谷市役所生活経済部市民協働推進課内
〒302-0198 守谷市大柏 950 番地の 1
T E L 0297-45-1111（代表）
F A X 0297-45-6526
E-mail ｋｙｏｕｄｏｕ＠ｃｉｔｙ.ｍｏｒｉｙａ.ｉｂａｒａｋｉ.ｊｐ
開庁時間 ８：３０～１７：１５
閉庁日
土・日曜日、祝日、年末年始

■守谷市民活動支援センター
■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
・新型コロナの感染状況により、講座を延期・中止・講座数削
減をする場合があります

〒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
T E L 0297-46-3370
F A X 0297-46-3320
E-mail ｉｎｆｏ＠ｍｏｒｉｙａ‐ｃｃ.ｃｏｍ
開館時間 １０：００～１８：００
休館日
月曜日、年末年始

ホームページからのオンライン

申込みをご利用ください！

本申込書を窓口へ提出または、FAX、郵送も可能です

もりや市民大学ホームページ
https://moriya-cc.com/

2022 年度 もりや市民大学受講申込書
※記入必須
※

申込日：2022 年

ふりがな

性別

※

月

日

男 ・ 女

※

年齢

氏名

歳
2022 年 6 月 1 日現在

※

〒

-

□市内在住

住所

□市内在勤・在学

キ

※

※必ず連絡が取れる番号を記入

リ

自宅電話

ト
リ

電話番号

セ

携帯電話

ン

E-mail

※

受講を希望するコースに○をつけてください。

守谷を知るコース

□ 教室受講を希望する

いきいきシニアコース

□ オンライン受講を希望する

まちづくり協議会コース

□ オンライン受講を希望する

市民科学ゼミ

●申込者多数の場合は、抽選にて受講者を決定します
●申込みの際にいただいた個人情報は、大学運営以外の目的には使用しません

□ オンライン受講を希望する

