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この冬は地球温暖化の影響か暖冬に終わりましたが、予想外の新型コロナウイルス感

染症が猛威を振るいだしています。生活・仕事・学校などあらゆる面で経験したことのな

いような大きな影響が出ていますが、流言に惑わされず、正しく恐れるという姿勢で乗り

越えましょう。

一年間の活動実績を皆様にお知らせしたく、第６号を発行いたします。
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平成元年度地域福祉活動計画の結果報告
 基本理念：住みなれた地域で、安心して住めるようお互い支えあおう
 活動のモットー：活動の始まりはあいさつから

地区活動目標 主な対応策 (各ブロックの主な活動)

市民がより多く参加する機会
を作ります。

・5月と10月にあいさつ運動強化活動を行いました。
・敬老会・サロン活動・昔遊びイベント・シニアクラブ・
防災訓練等を行いました。

市民同士のかかわりや意識
の向上を図ります。

・活動用のスタッフベストをそろえました。
・Ｂブロック内の全ての町内会・自治会合同で世代間
ふれあい交流会を行いました。
・わくわく亭（いこいの場）を6回、わくわく体操（健康づくり
の場）を11回開催しました。

地域にあった情報発信を
おこないます。

・活動状況を報告する情報紙を発行しました。
・団体間連携と情報共有を図りました。

地域で活動できる人材を発
掘します。

・まつりや防災訓練を通し役員・若手役員・子ども会リー
ダと交流しました

今後の課題（概要）
 市の指針に従った協議会体制でまちづくり活動を行うブロックと、独自の体制で行う
ブロックに分かれるため、ブロック間連携の見直しが必要です。

 まちづくり活動は当面の課題だけでなく、将来展望に立った取組みが必要です。
 高齢者など弱者への見守りと生活支援が大きな課題です。



ﾌﾞﾛｯｸ 名 称 金額（円） 備 考

Ａ 守谷野鳥の森散策と鳥のみちを歩こう 70,000会議用お茶、講師謝礼、事務用品

Ｂ 地域交流啓発 134,000地域福祉活動スタッフベストの制作

Ｄ わくわく亭とわくわく体操の定期開催 198,000ワイヤレスアンプ、講師謝礼、参加賞

Ａ 小山夏祭り 95,000仮設屋根工事、音響機器、消耗品

共通 地域福祉活動計画の広報 300,000印刷、事務用品、会議用のお茶

Ｄ ボランティアグループ等活動の支援 186,000ｴﾝｼﾞﾝﾊﾞｷｭｰﾑ、噴霧器、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｽｸﾘｰﾝ

Ｄ プレイパーク活動の充実 50,000道具類整備

共通 地域福祉活動の意識付け 301,000地域福祉活動スタッフ用ベストの制作

Ｄ ボランティア団体等の増強と新規立上げ 87,000意見収集のためのアンケート

合 計 1,421,000予算1,421,000円

【守谷地区共通】
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あいさつ運動キャンペーン

5/28・30・31（29日は雨天中止）と10/29～11/1に守谷地

区一斉のあいさつ運動を行いました。8年目の活動になり

ますが、あいさつ習慣化の役には立っていますか？ 自

宅周辺ですれ違った住民の方にあいさつをしても、反応が

ないという事例も依然あるようです。今後とも意識してあい

さつをするよう心がけましょう。

Ｄブロック（ハッピーひがし野）

Ｂブロック

Ａブロック

Cブロック

Eブロック
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わくわく亭とわくわく体操

わくわく亭
目 的 ：地域住民間の交流による絆づくり
場 所 ：北園森林公園
スタッフ：ひがし野会（シニアクラブ）

ふれあいシニアの会
開催月 ：2019(R1)/4・5・6・9・11
来場者 ：平均69人/回

目 的 ：健康維持
場 所 ：北園森林公園、守小ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ
開催月 ：2019(R1)/4・5・6・7・9・10・11・12

2020(R2)/1・2

参加人数：平均13人/回

わくわく体操

公園来場者が気軽に立ち寄り

バル-ン
アート ラベンダー

花籠作り

声は腹から出しましょう

このイベントは、ハッピーひがし野（Ｄブロ
ック）が主催しているもので、４年目となりま
す。来年度も守谷地区全域に案内パンフレット
で開催日時をお知らせしますので、ぜひご参加
ください。以下は今年度の実績です。

反射能力を維持しよう

守谷地区のスタッフベスト
活動の際に着るスタッフベストを作りました
。イベントなどでの活動の際に着て、参加者の
皆さんが、スタッフをすぐに見分けることがで
きるようにします。またロゴ表記で地域福祉活
動の認知度を上げることも狙いです。

脳トレクッキング
保健センターで4年前から毎月行っているシニア

対象のクッキング教室です。男性も参加しています

が、包丁さばきは既にシェフレベル？ 最初のころ

は、認知症予防効果があるオリーブオイルを使っ

たイタリアンに取り組んでいましたが、最近は季節

に合った食材を活用した和洋中、様々なお料理に

取組んでいます。１５名前後の参加者で、クッキン

グを楽しみ、最後は、楽しい会話をしながらボリュ

ウムたっぷりの食事で満腹に。
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【ブロック毎の活動報告】
Ａブロック

みんなで敬老を祝う会

11/10（日）に愛宕公民館で「みんなで敬老を祝
う会」を開き、125名の方に参加していただき、皆
さんのご長寿を祝い末永い健康を願いました。出
し物は民謡・落語・チンドン・スコップ三味線で
、大いに楽しんでいただきました。

守谷鳥のみち散策
9/21（土）36名参加のもと「守
谷鳥のみち散策」を行いました。
小さな鳥の資料館の池田昇先生か
ら湿地に生息する小鳥の説明を受
けながらの散策により、自宅近く
にある自然豊かな場所を再発見す
ることができました。

6/23に守谷消防署南出張所で、辰新田自主防災組織が

防災訓練を行いました。訓練後、子どもたちは消防車や救
急車を見学しました。
また9/1の発災対応型訓練では、本部をたちあげ、救助

と救護、消火栓を使った消火訓練をしました。

防災訓練
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Ｂブロック

第6回松並フェスティバル
10/20（日）に４自治・町内会が「松並フェス
ティバル」を行いました。縁日・屋台・大道芸と
盛り沢山イベントで親睦を深めました。大盛況‼

守谷一のヤングタウン、松並青葉東町内会・松並青葉西町内会・レーベン松
並自治会・北園町内会では、防災にも熱心に取り組んでいます。

第２回世代間ふれあい交流会

原町内会子供みこし・子供達全員参加

守谷ウィンドアンサンブル

「皆さん最後までありがとうございました」
Ｂブロックスタッフ一同

華麗なステップ！レモンクラブ激打！ 和太鼓「円」チーム

防災訓練

11/17にＢブロック内11の自治会合同の「世代間ふ

れあい交流会」を黒内小学校で行いました。令和初
の交流会は大盛況でした‼
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Ｃブロック

黒内小学校の体育館で世代間交流
を兼ね「敬老会」を行いました。幼児
から少年少女・ご父兄、大勢の皆さん
で、ご長寿の皆さんをお迎えしてお祝
いしました。

祝 敬老会

道祖神祭り

海老原町八坂神社まつり

“海老原町”は、戦争時海老原航空機㈱

の社宅があったことが、町名の由来です。

TXの開通により立ち退き対象になり、町内

がバラバラになったため、７年間まつりに参

加できませんでした。現在は参加できるよ

うになり、笑顔で山車を引いたり、踊ったり、

こども神輿を担いだりしています。

土塔公園の一角にある氏神様が道祖神(足の

神様)です。毎年9月最初の土曜日に氏子・町内

会・地域に住む子供達に灯、籠祭りを知ってもら

おうと始めた行事が今も続いています。

高砂町ラジオ体操

高砂町町内会では、子ども会主催（高砂町

町内会・高砂町交流部会後援）で健康的な

身体をつくるために、毎年夏休みにラジオ体

操を行なっています。

元気に挨拶をしたり、交流を深めたりしな

がら、みんながとても楽しく過ごしています。
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Ｄブロック（ハッピーひがし野）
郷州沼崎線花壇の花植え
6/1環境美化の日に、多年草のクリーピングタイムを住民の皆さん総出

で植えていただきました。9月と12月の環境美化の日には、皆さんに除草

をしていただきました。その他、しっかり生えそろうまでは、年間を通して

6/2の花植え

プロムナード水路のクラピア植栽
③区間：H30年度植栽

②区間：H29年度植栽

①区間：H23年度植栽

上流側岩場以外の斜面にも
順次植栽計画予定

シニアも頑張ってます！！

ひがし野会（シニアクラブ）の活動

ひがし野会は、毎週月・水・金曜日に、ラジオ体操で体
をほぐし、グランドゴルフで汗をかき、休憩茶話会ではよ
もやま話に花を咲かせ、みんな楽しく過ごしています。

ひがし野地域を約1.2kmに渡って流れるプロムナード
水路では、市が緑化基金（ひがし野プロムナード維持
管理用寄附金）を利用して、H23(2011)年度から水路環
境の緑化のため様々な植栽を行っています。

GES（Green East Supporters）
GESはひがし野町内会の環境美化ボラン
ティアグループで、おちゃやばし公園のメン
テナンス、プロムナード水路沿い花壇の花
植えとメンテナンスの他、郷州沼崎線沿い
花壇９０ヶ所の除草・水やりを行っています。
花見・ラベンダー刈り＆ティーパーティ・
BBQとお楽しみイベントもあります。

ハッピーひがし野では
緑化が効果的に行われ
ているかを確認しながら、
改善意見を出しています。
今まで、除草頻度・葛（ク
ズ）対策・うどん粉病対策
などを市と協議し、解決
を図ってきました。

ボランティアの皆さんに、水やり・除草・落

ち葉集め等をしていただきました。

クリーピングタイムは横に広がり、冬も枯

れないため、雑草が生えやすい道路沿い

の花壇（植栽升）で、グランドカバーとして

の効果を期待しています。 ４～５月にはピ

ンク色の花を楽しむこともできます。
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Ｅブロック

11/10に守小体育館で214名参加の下、
「ふれあい交流会」を行い、皆さんの長寿と

健康をお祝いしました。

南京玉すだれ・皿回し・脳活ゲーム・お囃

子・リハビリ体操・カラオケ・盆踊りと盛りだく

さんの出し物を皆さんに楽しんでいただきな

がら、交流も深めることができました。

初の試みのため、反省点もありましたので、

次回の参考にしたいと思います。

敬老会：ふれあい交流会

守谷ひがし野プレイパークの会

秋は、初めての試みで運動会をしまし
た！ 玉入れ、綱引き、野菜バトンリレー、
焼きイモ準備リレー、お菓子探しなど、面
白くて楽しい競技を考えてやってみました。
冬は、棒パン焼きを楽しみました。けん玉
名人も来て、色んな技を教えてくれました。


