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つくば市市民活動センターは、社会貢献活動に携わる皆様を支援・応援する施設として「つながり」をキー
ワードに活動しています。多様化する生活様式にあわせ年末年始を除いた午前10時から午後10時の毎日開館し、
会議スペースや印刷機などの提供を行っています。また、事業として市民活動団体の情報や企業・財団等の助
成金の情報などを集め、情報共有しています。その他、社会貢献活動をするための様々な組織との連携・協力
体制基盤を築き、市民活動が行える環境を整えることを目標に相談業務や講座なども行っています。
広報71号は、情報共有いただいている市民活動団体の特集号です。仲間を募集している団体やイベント情報、

定期活動情報などがあります。詳しくは、つくば市役所のホームページをご覧いただくか市民活動センターま
でお問い合わせください。

茨城に障害のある人の
権利条例をつくる会

茨城県障害者権利条例
施行後も、条例の周知
や障害者への理解向上
を求めて年に数回、学
習会やパレードを開催
しています

高次脳機能障害
友の会・いばらき

同じ経験や悩みを持つ
家族が、関係機関と連
携し、互いに障害と向
き合い、日常生活を明
るく送れる願いを込め
て活動しています

NPO法人
アセンブル

身体障害のある子達と
その保護者のための活
動を何でもやろうと設
立し、「障害がある子
の親亡き後相談室」を
行っています

NPO法人
かけはしねっと

医療的ケアを必要とし
ている子どもの親の会
です。子どもたちを支
えてくれる支援者のつ
ながり作りを目的に活
動しています

骨髄バンクを支援
する いばらきの会

県内での骨髄バンクド
ナー登録会の開催を推
進させるために、骨髄
バンクの普及啓発活動
に積極的に取り組んで
います

茨城ＬＤ等発達障
害親の会 星の子

「発達障害」のある
児・者に対する社会的
理解と、教育・福祉の
向上に努めるため、相
互の情報交換、交流会
等を行っています

怪我予防
フィールドつくば

怪我予防について知る
機会、身体のことを気
軽に相談できる場、そ
して、おとなもこども
も楽しく学べる場を作
りを提供しています

NPO法人
自然生クラブ

知的障害者等の社会的
ハンディキャップの解
消や文化的・芸術的活
動による個性・才能の
発揮に関する事業を
行っています

NPO法人茨城県中途
失聴・難聴者協会

県要約筆記者協会と連
携し、地域講座を市町
村から受託し開催する
などの活動を情報交換
しながら行っています

けやきの会

障害の理解を広めたり、
会員同士の親睦を通し
て、自閉症やそれに似
た障害を持つ子や親た
ちの生活向上を図って
います

自閉症青年の自立を
助ける会（SGAP)

自閉症等日常生活に不
自由を感じる子どもや
成人たちの居場所づく
りをしている団体に、
資金面で支えるためバ
ザーを開催しています

茨城県南・
生涯現役くらぶ

セカンドライフに何か
したいと考える人が
集って、語り合い、議
論し、実践したり、情
報交換の場を創出して
います

健康尺八サークル

「呼吸尺八」の考案で、
心と体を整えます。長
い息を尺八管に通し続
ける所作をして、「健
康器具」として活用し
ています

NPO法人若年者社会参加支援

普及協会アストリンク

不登校・ひきこもり・
ニート等の問題に対し
て、家族支援の総合窓
口開設、サポーター育
成など、社会への提言
事業を行っています

保健・医療・
福祉
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※ 令和４年７月31日までの情報提供いただいた団体を紹介しています。
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つくばシルバーリハ
ビリ体操指導士会

つくば市民の健康と寿
命を延ばすために、１
団体５名以上のグルー
プに年間24回、皆様の
近くの集会所等に出前
体操をしています

つくば歩いて見る会

ウオーキング愛好者間
の交流と親睦を深め、
健康の維持を図るため、
月例ウオーキング等を
行っています（現在は
コロナ禍で休止中）

NPO法人友の会
たすけあい

高齢者、障害者等の交
通弱者に対する移送活
動を正月三が日を除き、
電話による予約制、料
金はタクシーの半額程
度で行っています

東小学校区きずなネッ
トワーク運営協議会

東小学校区在住の高齢
者や助けを必要とする
人が、安心して生活で
きるよう地域の問題に
ついて話し合いなどを
しています

がん体験者や家族、ま
わりの人達の思いや心
配事を語り合い交流す
るサロンを開催してい
ます

つくば
アサーティブの会

参加者の自己肯定感の
構築とアサーテイブ
（相手の気持ちに配慮
して自分の思いを伝え
る）の向上を図る活動
をしています

小田地域
まちづくり振興会

小田小交流プラザ（旧
小田小学校）の運営や
まちおこし事業（小田
祇園屋台とりまとめ）
などを行っています

まちづくり

社会教育

つくば市朗読ボラン
ティア「けやきの会」

視覚障害者等への朗読
サービス、音訳CD作成
や高齢者施設訪問の他、
朗読技術や表現方法な
どの勉強会を行ってい
ます

筑波音楽療法研究会

音楽療法の研鑽と普及
を目的に、年に６回の
講演会、ワークショッ
プをはじめ、９月には
事例検討会、３月は総
会を開催しています

日本心臓ペースメー
カー友の会茨城県支部

会員の適切な健康管理
や安心快適な生活の質
（QOL）の確保を図るた
めに、循環器外科・内
科医師による講演を
行っています

Histar'snow☆
Tsukuba

小児がんの子どもとそ
の家族が孤立せず笑顔
になれる居場所づくり
と、小児がんへの理解
と支援を呼びかける啓
発活動を行っています

つくば
セルフ防災ラボ

楽しみながら一人ひと
りの防災力を高められ
るように「防災講座＆
防災カフェ」、「防災
デイキャンプ」等を開
催しています

サロンゆうゆう

自己健康管理法、患者
学、高齢者の介護予防
を学び、遊びの中で脳
トレ、筋トレを行って
います（現在はコロナ
禍で休止中）

つくばダウン症児
者親の会

ダウン症児・者の福祉
の向上や発達を保障す
るための家族などの交
流の他、納涼会＆交流
会やクリスマス会など
を実施しています

つくばグラウンド・
ゴルフくらぶ

グラウンド・ゴルフ愛
好者との交流を深め、
地域住民相互の健康増
進のため、週１回、万
博記念公園で練習会を
開催しています

NPO法人
発達はじめの一歩

発達障害を持つ子ども
が、その人らしい豊か
な人生を送れる社会を
目指し、「ことばとこ
ころの教室カナデル」
を運営しています

NPO法人
ポランのひろば

障がい者の生活の質の
向上を図るために、生
活介護、就労継続支援
Ｂ型、地域生活支援
サービスなどを展開し
ています

認定NPO法人
茨城ＹＭＣＡ

障害児・者の自立支援
として「たんぽぽクラ
ブ」常生活に困難を抱
える児童へのデイサー
ビス「ひかりの子」等
を運営しています

土浦友の会
（全国友の会）

安全で魅力ある「国際
都市つくば」を推進さ
せるために、「著作集
の読書」や「衣・食・
住・家計の勉強」等を
行っています

NPO法人スマイル・
ステーション

成熟した市民社会の実
現をめざすために、
「楽楽大学」や「笑顔
市」の開催、「共生の
まち研究会」の支援を
行っています

つくば地域医療と
市民を結ぶ会

つくば市近隣で、医療
と市民の橋渡しができ
ればと、メールマガジ
ンによる情報発信や市
民公開講座の活動をし
ています

ピアサポートつくば

がんの治療をしている
方やご家族とがん体験
者が集い、相手の話を
評価せずに自分の言葉
で語る「ピアサロン」
を開催しています

森の会－筑波メディカ
ル・ピンクリボンの会－

乳がん体験者が共に支
え合い、正しい知識を
得、自己治療力を高め
合うために、学習会や
イベント、情報交換会
の開催をしています

NGO 希望の学校

アフガニスタンの成人
女性が識字力を身につ
け経済的、精神的に自
立した生活を送れるよ
うにすることを目的に
活動しています

NPO法人
ポノポノクラブ

主体的に生きようとす
る女性たちをより一層
支援するために、プロ
心理トレーナー養成講
座や予防医学の普及活
動等を行っています

たのし家クラブ

様々な年代が愉しく過
ごすために、「ふれあ
いサロン」や「たのし
家講座」等や、各種同
好会活動等を自由参加
で行っています

つくば肢体不自由
児者父母の会

障害を持っている子ど
もの生活の中で起こる
出来事を交流で解消し
たり、個人では解決で
きない問題を行政に提
出しています

NPO法人つくば
ピンクリボンの会

乳がん検診受診向上の
ための啓発活動を目的
に、つくばピンクリボ
ンフェスティバルや市
町村での乳がん啓発活
動を行っています

つくば市
聴覚障害者協会

つくば市の聴覚障害福
祉向上、手話の普及等
のために理事会、手
話・福祉委員会、料理
教室、福祉見学会等を
開催しています

NPO法人 PCY298

耳の不自由な人のため
の情報保障事業、学習
研修、情報提供事業と
して、パソコン要約筆
記などを行っています

NPO法人
モンキーマジック

ボルダリングジムを中
心にフリークライミン
グスクールの実施や普
及啓発、イベントの企
画・運営、講演などの
活動をしています

漢字を楽しむ会
遊

大人も子どもも漢字を
楽しく学べる「漢字あ
そびの会」、「つくば
漢字探検隊」等を開催
しています（現在はコ
ロナ禍で休止中）

NPO法人つくばアー
バンガーデニング

環境整備活動として松
見公園・ＴＸつくば駅
等で、その他交流活動
を筑波メディカルセン
ター病院等で行ってい
ます

ラポールの会

市民活動団体紹介



まちかど音楽市場

つくば市
マンション連絡会

より良いマンション生
活の実現のため、マン
ション管理組合や移住
者相互の交流会や講師
を招いての学習会を
行っています

warming up
コンサート・美術展・
シンポジウム・映画上
映・講座・講演会等の
企画、カフェ文化の振
興などイベント開催時
に活動しています

つくば
古典音楽合唱団

ルネサンス時代から近
代までの西洋音楽を取
り上げ、広く市民に音
楽芸術のすばらしさを
伝えるため年１回の演
奏会を行っています

つくば和太鼓の会
「筑鼓」

和太鼓の楽しさ、素晴
らしさを地域に広げる
ための演奏活動や他団
体への太鼓指導、「初
心者太鼓講座」などの
活動を行っています

わわわやたべや
町民会議

町おこしのために、寄
合所開設（憩いの場）
を月に８回、演劇を年
に２回の活動を行って
います

NPO法人つくば
市民活動推進機構

つくばのまちづくりに
ついて、多様な市民活
動関係者がゆるやかに
結びついたネットワー
クを活かし、様々な支
援をしています

ムクムク

過疎化が深刻な筑波地
区を子どもたちを通じ
て交流する機会を増や
すための活動として、
筑波山麓の山道（古
道）の整備をします

しゅんさくの部屋
つくば

地域の交流の場として、
1歳半以上を対象に現代
美術家を講師に自然と
アートを楽しんでいま
す（現在はコロナ禍で
休止中）

つくば市スポーツ
少年団軟式野球部

参加チームの相互の親
睦を深め、少年野球の
普及向上を図るために、
つくば本部長杯やつく
ば市長杯の運営などを
行っています

七色武士

地域の自然・文化・伝
統・食を継承・伝承す
るため、小田城跡歴史
ひろばでのどんど焼き
の運営やまつりの計画
などをしています

NPO法人アクアポニクス
を広める研究会

アクアポニクス「水産
養殖（アクアカル
チャー）＋水耕栽培
（ハイドロボニック
ス）」の技術を広める
活動を行っています

テクノパーク桜
まちづくりを考える会
地域の良好な環境と、
住民の交流・地域活性
化のためにカエルの石
像をまわるウォーキン
グや街角音楽会などを
行っています

つくばセンター
研究会

つくばセンター地区の
リニューアル及びにぎ
わいづくり、市民との
関わり方の研究を主に
吾妻交流センターで月
２回行っています

NPO法人 つくば
アートセンター

芸術活動を通して、地
域活性化、市民交流、
国際交流を行うため
「つくば国際アーティ
ストインレジデンス」
を開催しています

つくばシニア交流会

月・水・金曜日に桜総
合体育館等でバドミン
トンを中心としたス
ポーツを通じて、高齢
者の健康管理を行って
います

並木
シルバーフォックス

月・火・木曜日、並木
小学校体育館を中心に
活動をするミニバス
ケットボールのチーム
として活動しています

エコ･カレッジ23

自然エネルギーの活用
や地球温暖化防止等に
関することを学び・実
践するため、環境フェ
スティバル出展などの
活動をしています

NPO法人International 

Antique Institute

アンティーク、美術品
等を通してその時代や
文化的背景に触れ、世
界の多様な文化を学ぶ
ことで、国際理解を深
める活動をしています

特定NPO法人つくば
アクアライフ研究所

水とスポーツに関する
情報や技術を提供する
ため、指定管理業務の
他、施設のコンサル
ティングや水中運動教
室を行っています

つくば市
バドミントン連盟

つくば市から補助金を
受け、市民の健康とコ
ミュニティを目的とし、
月に１回ペースで大会
の運営・開催を行って
います

日本棋院
つくば支部

囲碁の普及のために
「子ども自遊囲碁教室」、
「婦人囲碁教室」、
「市民囲碁教室」を谷田
部や二の宮交流センター
で行っています

NPO法人金田台の
生態系を守る会

金田及びその周辺の自
然環境と遺跡などの市
民への周知や、自然保
護や森林整備活動、自
然環境教育などの保全
活動をしています

つくばセンター
地区活性化協議会

つくば駅周辺のおもて
なし空間づくりと賑わ
いづくりのためのイベ
ント実施や地域の環境
整備、情報発信・ＰＲ
活動を行っています

常陸
小田城親衛隊の会

常陸小田城跡の歴史や
小田地区の観光ボラン
ティアガイドをつくば
市教育局と共に活動し
ています

ウィーンつくば
市民交流の会

つくば市内の小中学生
を対象に入場無料で、
ウィーンフィルの協力
によるクラシックの良
さを知るコンサートを
開催しています

NPO法人
つくば建築研究会

伝統古建築の調査研究、
農家住宅のリノベー
ション～門泊事業の準
備、シンポジウムの開
催等の活動を行ってい
ます

NPO法人 つくば
フットボールクラブ

Ｊリーグ、ＷＥリーグ
入りを目指すトップ
チーム活動、サッカー
スクールの開催などを
行い、スポーツの普及
に寄与しています

宝篋山
アルペン倶楽部

水場、ベンチ、看板、
草刈、小道の整備など
登山道の整備活動、環
境保全活動や「宝篋山
ハイキング」の企画運
営を行っています

認定NPO法人宍塚
の自然と歴史の会

多様な自然環境や国指
定の貝塚など歴史的な
環境に恵まれた200haの
宍塚の豊かな環境を後
世に伝える活動をして
います

観光

農村漁村・
中間地域

学術・文化・芸術・
スポーツ

環境
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筑波山
ガマ口上保存会

ガマ口上の伝承と保存
のために、土・日・祝
日に筑波山神社境内で
の口上演技やガマ講座
の開催、出張出演等を
行っています

「音楽で地域活性化」、
「まちかどから音楽が
聞こえるまち」、「音
楽で遊ぶ大人を増や
す」を目指しています

市民活動団体紹介



つくば3Eフォーラム
学生委員会コミュニ

ティブックシェルフ

Environment(環境)、
Energy(エネルギー)、
Economy(経済)をテーマ
とした講演会やワーク
ショップ「３Ｅカフェ」
を開催しています

新日本婦人の会
（つくば支部）

全国一斉二酸化窒素測
定や一年を通して農家
さんと交流しながら
SDGs実現に向けて考え
行動する活動などを
行っています

稲荷前地区
防犯パトロール隊

稲荷前地区内のパト
ロールや「稲荷前地区
防犯ニュース」を配布
するなど、住民の防犯
意識を高める活動を
行っています

脱原発
ネットワーク茨城

チェルノブイリ、福島
第１原発事故を受け、
原発の必要性を考え、
情報を共有し、脱原発
へ向け活動を提案して
います

「ほめ協会」
茨城つくば支部

自己尊重感を高め、自
分や他の命も尊重でき
るように「親子はぐく
みヨガ」、「命の声を
聴く自己尊重トレーニ
ング」をしています

NPO法人海外植物遺伝資源
活動支援つくば協議会

植物遺伝資源の収集・
保存を行っている国外
の団体を支援し、併せ
て日本にとっての利用
を意見する活動をして
います

WFWP世界平和女性
連合 つくば支部

世界の女性たちととも
に平和の文化構築を目
指して、女子留学生日
本語弁論大会の開催や
エチオピアの里子支援
などをしています

リサイクルを
推進する会

各家庭の不用品を個人
の手でマーケットに出
し、必要とする方々に
手渡しすることで、ご
みの減量とリサイクル
を提案しています

NPO法人 つくば
環境フォーラム

「自然と人との共存」
をテーマに、自然環境
の調査・研究・保全活
動、環境教育の推進な
どの活動を行っていま
す

つくば市
更生保護女性会

女性の立場から、地域
社会の犯罪予防と更生
保護の諸活動に協力し、
犯罪や非行のない明る
い社会の実現を目指し
ています

つくば
母親大会連絡会

日常生活での様々な課
題（子育て、女性・人
権、環境、平和など）
をテーマに話し合い、
必要に応じて行政に声
を届けています

国際交流ボランティア

虹の会

外国人の支援と交流の
ため、筑波大学での日
本語指導、個人宅での
日本語指導、日本文化
や伝統行事紹介などの
活動をしています

NPO法人
つくば日中協会

日中間の相互理解を深
め、日中市民レベルの
友好関係と相互協力・
扶助関係の具体的発展
に貢献する活動をして
います

NPO法人つくばクリエ
イティブリサイクル

ゴミの減量とリサイク
ルを目的に、再利用可
能なものを無償提供し
ていただき、安価で購
入していただく活動を
行っています

つくば市平和委員会

2015年の安保関連法の
採決で、集団的自衛権
の行使が可能となった
ことを重く受け止め、
沖縄の歴史などから平
和学習をしています

NPO法人国際農民参加型

技術ネットワーク

開発途上国小規模零細
農家の所得向上と地域
農村の持続的発展に寄
与するため国際協力の
活動に係わる事業など
を行っています

TIVONAの会

つくば市国際交流協会
が実施する「日本語教
室」でのボランティア
講師やつくばフェス
ティバルへの協力など
の活動をしています

NPO法人フュージョン
社会力創造パートナーズ

福島県から茨城県内に避
難されている方の支援活
動やつくば市から社会力
講座を受託し、研修プロ
グラム開発・運営を行っ
ています

牛久入管収容所
問題を考える会

東日本入国管理セン
ターに収容されている
外国人への面会ボラン
ティアや、仮放免され
ている外国人家族への
支援などをしています

つくば自立生活
センターほにゃら

障害のある人の自立生
活のため、自立生活の
サポートや社会と係り
を持つ講演会・イベン
ト・運動会などの開催
をしています

アジア友情の会
(「茨城アジア教育基金」
を支える会つくば支部)

発展途上にあるアジア諸
国の子ども達の識字率向
上等支援のため、絵本を
届ける活動やフェアトレ
イドによる購入販売をし
ています

SWiT つくばで
国際交流しよう

国際交流イベントの企
画運営を行い、気軽な
交流の場を提供するた
めに、TICRつくば国際
文化研究部などを設け
活動をしています

筑波山クリーンアップ
大作戦実行委員会

「捨てない、拾う」と
いう人づくりを進める
ために、年１回の清掃
登山イベントを市民団
体、企業、行政連携で
実施しています

つくば市環境
マイスターの会

市民の環境意識向上の
ために、「こども自然
環境教室」や「里山
ウォーク」など、つく
ば市の環境を知る企画
を実施しています

憲法９条の会つくば

憲法９条を守り、活か
すために、署名活動、
平和問題についての学
習会や講演会の実施、
広報誌「結」の相談な
どの活動をしています

百万人署名運動
茨城連絡会

街頭でのチラシ配布、
マイクアピール、絵画
展をとおして反戦・反
核の市民活動を行って
います

茨城県青年海外
協力隊を育てる会

JICA筑波国際センター
を主な活動場所として、
各隊次毎の壮行会や．
会報「つくばね」の発
行と配付などの活動を
しています

青年海外協力隊
茨城県OV会

会員相互の親睦や青年
海外協力隊の活動支援、
茨城県内の各団体との
交流を図り国際協力の
理解を深める活動をし
ています

NPO法人
アプレンド

不登校の方や学習の機
会を必要な方々に対し
て、ITを活用した学習
サポートや学びの場の
提供に関する事業等を
行っています

災害救援

地域安全 人権・平和

国際協力

子ども
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春日子ども
将棋クラブ

小学生の放課後の居場
所づくりとして、筑波
大学将棋部に講師を依
頼して、小学生のため
の将棋クラブとして活
動しています

NPO法人居場所
サポートクラブロべ

学童保育・無料塾の運
営や障がい者向けのグ
ループホーム及び障が
い児向けの放課後等で
デイサービスを行って
います

子ども社会塾

「真の教育レベル」を
上げるために、子ども
向けロボット・プログ
ラミング教室や保護者
向け子育て講演会など
を開催しています

雑木林で遊ぶ会

「会費なし、会則な
し」「怪我しても自己
責任」「火だけは決め
られた場所でお願いし
ます」のもと、居場所
づくりの活動をしてい
ます

つくば子どもと
教育相談センター

教育相談や青年のサロ
ンなどの活動をとおし
て、不登校・非行・ひ
きこもりなどの理解を
深め必要なサポートを
考え提供しています

パネルシアター
かくれんぼ

社会福祉協議会経由の
講演依頼により保育所、
幼稚園、子育て支援施
設、福祉施設などで1プ
ログラム45分の講演活
動をしています

NPO法人ままとーん

「子どもがいてもでき
ること」「子どもがい
るからできること」を
合言葉に、フリーペー
パー等による情報発信
や「つどいの広場」な
どの活動をしています

子育て休憩室

子ども同士のふれあい、
ボランティアを交えて
の親達の交流の場です。
子育てに不安を感じて
いる方ぜひお出で下さ
い

NPO法人いばらき子どもの
虐待防止ネットワークあい

子どもに対する虐待の
防止を図るために、オ
レンジライン・オレン
ジサロンの運営や講演
会・シンポジウムなど
を開催しています

子どもと
メディア関東
子どもの最善の利益を
保障するために、テレ
ビやゲーム・スマホな
どの電子映像メディア
とのより良い関係の構
築を目指しています

竹園土曜ひろば

寄付された食材を使用
し食事による子どもの
成長支援や、多彩なボ
ランティアを活用した
遊びや学習指導などの
活動をしています

つくば市子育て支援ネットワー

ク かるがも・ねっと

子育て支援活動をしな
がら、その他の団体・
グループ等とのつなが
りを基に「つくば子育
てカレンダー」発行な
どの活動をしています

バンビーノ.館

豊里中学校での柔道教
室やバンビーノ．館で
の学童保育など、地域
の子どもたちの健全育
成を目的とした様々な
活動をしています

NPO法人ものつくり
工房ヘパイストス

市民活動フェスタ・ま
つりつくばなどで子供
向けの工作体験指導や、
いわき市でのキャンプ
に参加し小学生の科学
体験指導をしています

おはなしの泉

子どもたちにおはなし
や絵本の楽しみを伝え
るため、ストーリーテ
リングやわらべうた等
を学び、幼稚園や保育
所等で実践しています

NPO法人子どもの
ための救命教室

子どもや保護者の方々
が救命医療を学べる機
会として、学校で友達
が、家で親が倒れたら
を体験するプログラム
を実施しています

チャリティーサンタ
つくば支部

クリスマスイブ当日に
ご依頼の家庭のもとへ
サンタに扮したボラン
ティアが、用意してい
ただいたプレゼントを
お子さんに渡します

つくば
自然育児の会

子育てに関する様々な
テーマとして、悩みが
尽きないお母さんがお
互いにサポートしあえ
る場所として活動を続
けています

不登校・多様な学び
ネットワーク茨城

子どもの豊かな育ちを
支えるために手をつな
ぎ、不登校に関わる
テーマにして、オンラ
インも活用し交流・活
動しています

kosodateはぐはぐ

安心して子どもを産み
育てることができる社
会づくりのために、
ホームスタート事業や
ホームビジター養成講
座等を行っています

NPO法人自由広場

世代間交流や地域で子
どもの健全育成ができ
るように現在は、先進
的なNPOを視察するなど、
今後の活動のあり方を
模索しています

つくば
遊ぼう広場の会

遊びを人と人とのつな
がりととらえ、流星台
プレイパークで子ども
と外遊びを楽しみつつ、
一緒に見守る活動をし
ています

伴の会
in tsukuba

月４回、日曜日の15～
16時につくば市の交流
センターで、外国人の
子どもたちへの校外学
習をサポートしていま
す

放射能汚染から子ど
もを守ろう＠つくば

甲状腺エコー検査をつ
くば市と土浦市で１年
交代実施している他、
原発事故に備えて、予
防的な意味でヨウ素剤
の配布も考えています

森のようちえん
あなたとわたし

平日の預かり保育の他、
たくさんの人と森で遊
ぶことの面白さを知っ
てもらうために、様々
な週末イベントを実施
しています

おもちゃライブラ
リー さくらんぼ

障害児・健常児が共に
遊べる場づくりのため
に、おもちゃの購入・
作製・貸し出し・修
理・整理までボラン
ティアで行っています

子育てほっと
ステーションオアシス

お部屋の中では和気あ
いあい、お子様同志の
ふれあい、またボラン
ティアを交えてお母
様・お父様たちの交流
の場になっています

オレンジガーデン・
ジャパン

子ども虐待防止（オレ
ンジリボン）運動の啓
発・広報活動や自立援
助ホーム・児童養護施
設への訪問型相談など
をしています

すくすく子育て広場

研究学園駅周辺の子育
て支援の場として行政
と協力し、市役所のコ
ミュニティ棟などで月
２回開催しています

つくば子ども劇場

子どものための優れた
舞台芸術の鑑賞活動と
キャンプや野外遊びな
どの自主活動を通じて、
児童文化の創造、普及
などに努めています

のうさぎ文庫

地域の子ども達に、読
書の機会や、昔からの
遊び・工作、自然との
ふれあい、異年齢どう
しが学びあえる場の提
供をしています

NPO法人マナーズ

自立援助ホーム「ハレ
ルヤ・ファミリー」、
自立準備ホーム「ハレ
ルヤ・ホーム」、つく
ば「こどもの家」食堂
の運営をしています

認定NPO法人リヴォルヴ
学校教育研究所

不登校児童生徒や学習
につまずきがちな子ど
も達へ支援するために、
セミナー・ワーク
ショップの運営などの
活動をしています

一般社団法人
こそだての家

子どもの健全育成のた
めに、様々な大人との
出会いと体験によって
自分らしさに気付く体
験教室を開催していま
す
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森の会

大人も子どもも一緒に
なって、自然の中で自
由に遊べるよう月１回、
筑波山麓の森で森の道
具の遊びや沢遊びをし
ています



つくばパソコン
ボランティアサークル

高齢者・障がい者の皆
さんのICT推進のために、
ボランティアセンター
でパソコン・スマート
フォン無料相談などを
行っています

産後TOMOサポ・
ゆーみんのヨガ

毎月第３土曜日13：30
～15：30に基本ZOOMで、
フィンランド式の対話
手法による気楽なお
しゃべり会を開催して
います

つくば
シニアあやめ会

高齢化が進む中、これ
からの人生をモットー
に会員の親睦を図るた
め、趣味の会、旅行の
会、教育向上の会など
を行っています

わたぼうし会
ボランティア

福祉支援センターさく
らにおける保護者会
「わたぼうし会」の保
護者への保育サポート
を行っています

NPO法人ライフ・
パートナーつくば

日常生活の様々な問題
解決のために、「困り
ごと相談」を実施して
いる他、各自の専門性
を生かした自立支援事
業なども行っています

つくば市の財政を
学ぶ会

つくば市の財政につい
て学び、2018年の『市
民がつくったつくば市
の財政白書』発行後も
引き続き、学んだ結果
を発信していきます

NPO法人
NEWSつくば

つくば・土浦地域の
ニュースを求める人た
ちにウェブサイトを活
用した地域ニュースや
地域課題等の調査・分
析等を配信しています

子育て中のパパ・
ママ応援サロン

子育て中のパパ・ママ
を応援してあげたいと
月1回、洋服やおもちゃ
などのリサイクルやお
しゃべり会を開催して
います

来夢ハウス

お世話になった方にお
茶を出すことで、地域
交流と社会貢献の一環
になればと考え、高齢
者グループホームでお
茶会を実施しています

NPO法人動物愛護を考
える茨城県民ネット
ワーク（CAPIN）

動物の権利擁護を推進
し、殺処分される動物
の数を減らすことや、
市民へ命の大切さを伝
えるなどしています

ギャラリーいおり

中高年の方々の活動と
寄合い広場として提供
しています。おしゃべ
り会、サークル会など
自由にお茶をのみなが
ら活動してください

ノルデックウォーキ
ング倶楽部つくば

週２回、赤塚公園や洞
峰公園で運動効果が高
いウォーキングの他、
レクレーション・イベ
ント活動などをしてい
ます

つくばくらしの会

市民が自主的に取り組
む消費生活センターの
協働団体として、消費
者の立場での知識向上
と、市民への消費者意
識啓発を行っています

こどもの居場所
ふくふくや

こどもカフェや不登
校・学校が苦手なこど
ものサポートなど、居
場所づくりをとおして
地域でこどもを見守る
活動をしています

情報

その他
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１ パソコン･スマートフォン･タブレットに関する相談
上記機器やOSなどの相談内容を予約時にお知らせ下さい
日時：毎週水曜日 13:00～17:00

(1人１時間、個別対応）
講師：森 正治氏

２ 市民活動団体のためのZoom初級講座
初めてZoomに挑戦する初級講座 定員８名、全２回
①Zoomの使い方 ②ウェブ会議の体験
日時：9月16日・30日（金）14:00～16:00
講師：つくばパソコンボランティアサークル
申込期限：9月9日（金）

３ アイラブつくばまちづくり補助金説明会
補助金申請締切日10月20日（木）にあわせた説明と
個別の相談
日時：9月25日（日）10:00～12:00

27日（火）13:30～15:30 各１回
申込期限：9月20日（火）

４ 市民活動の懇話会
活動に関わる方同士のざっくばらんな意見交換会
日時：10月20日（木）13:30～15:30
申込期限：10月14日（金）

【市民活動センターからのお知らせ】

街ネタ
ものづくり教室

“まち”をテーマに、
親子向けの本格的な
“ものづくり”の集い
をプロジェクトごとに
サポーターと教材を開
発して開催しています

NPO法人“矢中の杜”
の守り人

北条地区の登録文化財
である昭和初期の近代
和風住宅『旧矢中邸』
を保存活用し、「矢中
の杜」として再生する
活動をしています

５ 助成金の案内・探し方
助成金を活用して新たな事業の展開を考えている市民
活動団体に向けた案内
活動分野・希望金額等を申込時にお知らせ下さい
日時：10月24日（月）13:30～16:30
（１人１時間、個別対応）
申込期限：10月14日（金）

６ 思いを伝え活動を広めるPR講座
気軽にイベントに参加できたり、仲間が集まりやすく
なるための活動PRの仕方を学びましょう
日時：10月21日（金）13:30～16:00
申込期限：10月14日（金）

１～６共通
主催・場所：市民活動センター
費用：無料
対象：社会貢献活動を行っている方、これからしよ

うとしている方
申込：氏名・連絡先等を記入のうえメール・直接

もしくは電話 (連絡先は巻頭）

７ 臨時休館
9月19日（月・祝）10:00～17:00の間、館内定期清掃
のため休館いたします（17:00～は使用可能）
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[ 定例活動のお知らせ ][ イベント情報 ]

9/23
「障害のある人とケア」を考える
シンポジウム

障害者のケアについて、当事者、ケアする親や兄弟、
ヤングケアラーの経験を聞く中で、福祉の課題を探り
ます。基調講演：藤木和子「家族のケアと私の人生」
先着40名、オンライン参加（Zoom）可、会場に手話通
訳・要約筆記あり。QRコードから申込できます。

日 時 9月23日(金・祝) 9:30～受付 10:00～12:00基
調講演、シンポジウム

場 所 小野川交流センター（つくば市館野477-1)

参加費 無料
主 催 「障害のある人とケア」を考える

シンポジウム開催実行委員会

連絡先 ☎029-893-3970（福祉型専攻科
シャンティつくば）

✉ Renkyo2.298@gmail.com

その他 申込締切9月13日（火）

月曜、木曜、第１・３土曜 「ゴンタで
遊ぼう」 in 流星台プレイパーク

どなたでも出入り自由な外遊びの場です。汚れてもい
い服、水筒、お弁当があるといいよ! 雨天中止。

日 時 月曜、木曜、第１・３土曜 10:00～14:00

春・夏・冬休みは特別日程、詳しくはつくば遊
ぼう広場の会ホームページからカレンダーへ。

場 所 流星台プレイパーク（つくば市流星台59)

参加費 無料

主 催 つくば遊ぼう広場の会、他

連絡先 ☎ 090-4067-2633(黒河)

たのし家サロン・講座
広い縁側と庭のある民家で楽しいひと時をどなたで
も!「たのしや」と読みます。車イス用スロープあり。

日 時 ①ふれあいサロン 月曜10:15～12:00

②講座「習字」第２・４金曜13:30～15:30

③講座「茶道入門」第１水曜、第３月曜

13:30～15:30(要予約)

場 所 たのし家(つくば市下広岡1055-77)

参加費 ①100円 ②、③700円(会員500円）材料費別途

連絡先 ☎ 090-4226-6957(犬丸）

✉ tanoshiya.tsukuba@gmail.com

第２・４火曜 シニアサロン ぶらり
シニア同士の友だち作りに、どなたでもどうぞ。

日 時 第２・４火曜 13:00～16:00
場 所 吾妻交流センター大会議室

（つくば市吾妻1-10-1）

参加費 100円/回 年会費1,200円

主 催 シニアサロン ぶらり

連絡先 ☎ 029-852-8468(荒木）

9/4
10/29

「研究学園みんなでゴミ拾い」
９月×お月見 10月×ハロウィン

研究学園駅周辺のゴミ拾い＆イベント。９月はお月見
(ススキのプレゼント)。10月はハロウィン。駅周辺店
舗が「トリックorトリート」に協力、仮装大歓迎！

日 時 ①9月4日（日） 10:00開始（雨天中止）
②10月29日（土）15:00～順次受付 17:00終了
予定 ※雨天順延（10月30日）

場 所 集合：研究学園駅前

参加費 無料 (申込不要、手ぶらで)

主 催 研究学園グリーンネックレス タウンの会 他

連絡先 ✉ uhh98243@nifty.com

11/5
【市民手作り天文台開設プロジェクト】

大型自作望遠鏡デモ＆講演会
高校の科学部で開発してきた大型天体望遠鏡が廃棄さ
れることに。これを地域で活用するため、望遠鏡のデ
モ、天文学者の山岡均氏（国立天文台）ほかの講演、
開発メンバーとの対談を行います。申込は10月28日
(金)までに右記QRコードからお願いします。

日 時 11月5日(土) 15:00～19:00

場 所 ふれあいプラザ（下岩崎2164-1）

参加費 無料 （先着100名）

主 催 街ネタものづくり教室

連絡先 ✉ info@machi-neta.com

ケアラーズカフェ 茶にすっぺ
お茶を飲みながら日々の心の疲れを吐き出す居場所です。
介護についての情報を交換し合う場、仲間と出会える場
を目指します。。少人数で、落ち着いた佇まいの家で
ゆったりと過ごしてみませんか。

日 時 火曜 13:00～15:00  予約不要・出入り自由

場 所 つくば草の根はりきゅう院（つくば市大角豆
2012-43）

参加費 300円（お茶、茶菓代）

主 催 ケアラーズカフェ茶にすっぺ

連絡先 ☎ 029-859-3648（小池）

9/10 第127回つくば人間学講座
「ある日、アートの偉大な力に気づいた人間の話」筑
波山麓にCAFE日升庵と泊まれるコワーキングスペース
「旧小林邸ひととき」を開業した野堀真哉氏（㈱GoUp
代表取締役)。筑波山とアートの魅力を紹介します。

日 時 9月10日（土）10:00～12:00

場 所 アルスホール2階（つくば市吾妻2-8）

参加費 無料 （先着100名）

主 催 つくば人間学講座実行委員・つくば市

連絡先 つくば市教育局生涯学習推進課
☎ 029-883-1111(代表)

✉ edc074@city.tsukuba.lg.jp

土曜 のうさぎ文庫
のうさぎ文庫では、読み聞かせ、紙芝居、工作、自然
観察、昔ながらの遊び等を行っています。本を借りる方
は一家族200円の入会費が必要です。

日 時 土曜 10:00～12:00

場 所 のうさぎ文庫（つくば市上広岡460-54）

主 催 ☎ 070－3245-3014

連絡先 ✉ nousagibbu@yahoo.co.jp
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※令和4年１１・1２月号に市民活動団体紹介やイベント情報等を掲載希望の市民活動団体は、10月７日(金)まで
に、ご連絡ください。

※つくば市市民活動センターは、ボランティア活動やその他の社会貢献を行っている市民活動団体等の方なら、どな
たでもご利用できます。利用方法などご不明な点がございましたら当センターまでお問い合わせください。

※今号は紙面の都合により「ボランティ
アの募集等」の掲載をお休みしました。
最新情報は市ホームページでご覧下さい。

第２金曜・第４土曜
おもちゃライブラリーさくらんぼ
障害を持つ子も持たない子も「おもちゃを通して仲良
く遊ぶ場」であるとともに「お母さん同士の交流の場」
です。おもちゃの貸し出し、修理を行っています。共に
ボランティアしてくださる方も募集します。

日 時 ①第２金曜 10:00～12:00、13:00～16:00
②第４土曜 10:00～12:00
(月によって日程が違うことがあります、お問い
合わせください。)

場 所 老人福祉センターとよさと

（つくば市遠東639）

参加費 無料

主 催 おもちゃライブラリーさくらんぼ

連絡先 ☎ 029-847-0231 Fax 029-847-0233

✉ tsugemyns@gmail.com

水曜・木曜 子育て休憩室
子育てほっとステーションオアシス

①、②とも乳幼児とお母様・お父様の交流の場です。
時間内であればいついらしてもいつ帰られてもOKです。

日 時 ①子育て休憩室 水曜 10:00～12:00

②子育てほっとステーションオアシス
木曜 10:00～12:00

場 所 ①吾妻交流センター和室（吾妻1-10-1）

②並木交流センター和室（並木4-2-1）

参加費 無料

主 催 子育て休憩室＆

子育てほっとステーションオアシス

連絡先 ☎ 029-851-5263

第４木曜 オレンジサロン
子どもの時に親との関係がうまくいってなかった、今
も心の傷が癒されず悩んでいる方を対象として話し合い
の場を設けました。お気軽にお出かけください。

日 時 第４木曜 10:00～12:00

場 所 会場は非公開のため問合せ時にご案内します。

相談料 無料

相談員 認定NPO法人いばらき子どもの虐待防止ネット
ワークあい

電 話 ☎ 029-309-7670

連絡先 ✉ network-i@ams.odn.ne.jp

第１・３土曜 パソコン無料相談＆サポート
パソコンについてインターネット、メール、デジカメ、
ワード、エクセルなどの疑問に答えます。訪問サポート
についてはお問合せを。

日 時 第１・３土曜 10:00～12:00 13:00～15:00

場 所 つくば市社会福祉協議会相談室（つくば市筑穂
1－10－4旧大穂庁舎内）

相談料 無料

相談員 つくばパソコンボランティアサークル

問合せ ☎ 029-879-5898（つくばボランティアセンター）

第２金曜 高次脳機能障害者の
家族会交流室

高次脳機能障害者との生活について、同じ立場の家族
同士が、情報交換を行う場です。

日 時 第２金曜 11:00～14:00

場 所 新型コロナウイルス感染症拡大により会場が変
わります。事前にお問い合わせください。

参加費 無料

主 催 高次脳機能障害友の会・いばらき

連絡先 ☎ 080-5901-9979(問い合せ平日9:00～15:00)

第２水曜 アサーティブトレーニング
勉強会（傾聴のワーク）

相手も自分も大切にしながら、自分の気持ちや思いを
伝える関係性を築くトレーニングです。

日 時 第２水曜 10:00～12:00
場 所 吾妻交流センター大会議室

（つくば市吾妻1－10－1）

参加費 会員1,000円/年 ビジター200円/１回

主 催 つくばアサーティブの会

連絡先 ☎ 090-3685-7088 Fax 029-893-3381(石黒）

✉ sp8f9ez9@snow.ocn.ne.jp

月曜・水曜・木曜
電話相談オレンジライン

子育てに不安や悩みがある方。子供の頃の虐待などの
トラウマや、親との関係でつらい思いをされている方、
ご相談ください。

日 時 月曜・水曜・木曜 10:00～15:00 祝日、年末
年始、お盆は除く。

電 話 ☎ 029-309-7670（電話相談）

相談料 無料

相談員 認定NPO法人いばらき子どもの虐待防止ネット
ワークあい

連絡先 ✉ network-i@ams.odn.ne.jp

第２・４火曜 すくすく子育て広場
乳幼児とお母様・お父様の交流の場です。時間内であ
れば、いついらしてもいつ帰られてもOKです。

日 時 第２・４火曜 10:00～12:00

場 所 つくばスタイル館

（つくば市学園南2－1研究学園駅前公園内）

参加費 無料

主 催 すくすく子育て広場

連絡先 ☎ 029-851-5263


