
平成30年10月25日
ハッピーひがし野

各戸配布（保存版）
地域福祉活動の状況をお知らせするもので、シリーズで発行します。

しあわせ みんなで築こう
No．21

猛暑に加え台風上陸・地震と自然現象のすさまじさを特に感じるこの半年でしたが、皆様お変わりあ

りませんか。地域福祉活動計画は課題を絞ってしっかりと実績を積み上げる努力をしています。平成

３０年度上期の活動結果についてお伝えします。

6/3の環境美化の日に、郷州沼崎線沿いの花

壇90ヶ所に皆様に植えていただいた日日草は立

派に成長しました。白・ピンクの花は、猛暑の中

多少の涼しさをお届けできたでしょうか。

秋になり依然花が盛んに咲いているところと、

枯れてしまったところの差がついてきていますが

今しばらくかわいがってください。

＜平成３０年度６月～１０月の経過＞
・6/3 環境境美化の日に花苗植えつけ。
・6/4～9月 ＧＥＳ他による一斉除草１回と個別の除草・

水やり９回。花壇お近くにお住まいの３～４名
による自発的な水やりなどのお世話。

・9/2 環境美化の日の雑草抜きは雨天中止。
・8/17 全ヶ所調査の結果、枯れた株24％。
・10/5 9月の長雨と台風の影響が加わり枯れた株34％。

郷州沼崎線花壇への花植え

7/29一斉除草 8/17 満開の日日草

7～8月乾燥期の緊急散水

10/1 長雨・台風被害
（横倒し・枯れ）

7月に調査したところ、
犬の小便痕が多くみら
れ、株の枯れに影響し
ているようです。
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6/3 植付け
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「わくわく亭」は地域住民間の交流による仲間づくりを目的に、飲み
物とお茶菓子を用意し井戸端会議の雰囲気を提供する場所です。
今年１０月で丁度２周年となります。１２回開催し１回当たりの来場
者は平均で６６人でした、平成３０年度上期は３回開催しました。

体力作りのための「わくわく体操」は去年１０月から始め、月に１回
で、平成３０年度は６回開催しました。

わくわく亭とわくわく体操

ひがし野会の
皆さんが談笑

ポールを
使った筋トレ

あやとり遊び

ピアノ伴奏で “みんなで歌おう”

きぬ看護専門学校生
徒さんがボランティア

守谷混成ハーモニーの皆さん

ウエーブリングを使った筋トレ

＜わくわく亭＞
開催日 ： 平成30年10月20日(土)＊、11月17日(土)＊、3月16日(土) 時間10：00～14：00

（注） 雨天時、「わくわく亭」中止、「わくわく体操」のみ13:00～14:30守小で実施。
＊ 守谷ひがし野プレイパークが隣で開催されており、協力して行います。

場 所 ： 北園森林公園
喫茶メニュー ： コーヒー・ハーブティ・お茶・紅茶・ジュース・お菓子
お楽しみメニュー： 軽スポーツ わくわく体操（13:00～）・・・・・新企画!!

輪投げ/玉入れ/ドッジビー（ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽのｿﾌﾄ版）・・・参加賞あり
音楽/おもちゃ作りなど・・・開催毎に選びますのでお楽しみに ! !

＜わくわく体操＞
開催日 ： 上記わくわく亭開催の際はその中で実施

平成30年12月15日(土)、1月19日(土)、2月16日(土) 時間13：00～14：30
場 所 ： 守小コミュニティスペース
内 容 ： インストラクタによるストレッチ・筋肉トレーニング・反射神経トレーニング（シニア世代対応）

平成30年度下期の開催ご案内平成30年度下期の開催ご案内

“みんなで歌おう” を加える場合は
前時間帯 12：15～12：45 になります



GES

おちゃやばし公園でのティーパーティは平成２６年
度に始め、今回で５回目。プロムナード水路沿いの
ラベンダー園（通称:モカテラ）のラベンダーを刈りとり
、ラベンダー飾り（スティック・花籠）を作りをしました。
ラベンダー入りクッキーをお供に、ハーブティを飲み
ながら、ラベンダーの香りを楽しみました。

＜平成30年度上期の実績＞
おちゃやばし公園のメンテナンス

除草・芝刈り・施肥・水やり（５回）
GES管理の花壇８ヶ所のメンテナンス

花植え・ 除草・水やり（５回）
郷州沼崎線添い花壇９０ヶ所のメンテナンス

6/2 花苗配布（参加者１３人）
7/29 一斉除草作業（参加者１９人）

イベント
6/10 ティーパーティ（参加者４２人）

親睦会
4/7 城址公園でお花見
8/19 バーベキュー
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花壇８ヶ所のメンテ

おちゃやばし公園のメンテ

モカテラのラベンダーが満開
ラベンダーでスティックや花籠作り
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ひがし野会（シニアクラブ）の活動

ひがし野会は、２０数名の会員に参加していた
だいています。今まで新規加入者がいないことが
悩みでしたが、今年はグランドゴルフ場がきれい
に整備されているのを見て興味を示された、お二
人が加わりました。

＜平成３０年度上期の実績＞
北園森林公園でのラジオ体操とグランドゴルフ
（週３回）が主な活動で、健康の源に。

カラオケ（月１回）。
わくわく亭にスタッフとして参加（３回）。
森林公園の除草・清掃（月１回）やあいさつ
運動（５月）でボランティア。

私は就任してもうじき二年になる
新人の民生委員です。先輩たちには
三年たてば一人前になると言われて
いますが、いまだにどうすればよい
か分からず、悩んでいます。

民生委員制度が設立された当時は
地元の名士が任命され、私財を投じ
て社会福祉を担っていたそうですが、
現在では多くの公的制度が作られており、民生委員はそれらの制度を利用するための連絡役とな
っています。高齢の方は自ら動けなくなることがあるので、お宅に訪問して援助が必要か相談する。

数年前までは、民生委員は市から各種の名簿や情報が与えられ、それに基づいて活動してきま
した。しかし昨今は個人情報保護が徹底され、担当部署以外では知ることができなくなっていま
す。民生委員にも今までのようには情報を伝えてもらえなくなりました。

そのような理由で、民生委員は地域の住民のみなさまの状況を知ることが難しくなってしまい
ました。そのため、みなさまのご協力が必要です。まわりに、困っている方、気が付いたことが
あれば、民生委員に知らせてください。民生委員は児童委員も兼務しており、社会福祉に関する
よろず相談員です。

ひがし野地区が今後も住みやすい街であるよう、みなさまと共に働いていこうと思います。
(高橋 誠)

風見さんと宮崎さん

本年４月会員の風見
さんと宮崎さんのお二人
が、守谷市シニアクラブ
連合会より、１６年に
わたり、ひがし野会の
発展と地域活動に
大きく貢献されたとして
『感謝状』を受けられました。特に郷州沼崎線沿い
花壇の花植えには、ハッピーひがし野に引き継が
れる前の１２年間に渡り積極的に携わるなど、地域
活動の主力メンバーでした。

民生委員からのお便り 氏名 電話番号 担当地区

高橋誠 090‐8803‐5265 
ひがし野１丁目
ひがし野４丁目

藤原美佐子 48‐1702
ひがし野２丁目（ﾌﾞﾗﾝｽﾞ除く）
城山、山王様前、左近

荒川則子 45‐7002 ブランズシティ守谷

阿部育子 48‐4853 ひがし野３丁目

グランドゴルフの後で皆さん集まって

北園森林公園の清掃
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守谷ひがし野プレイパークの会

ひがし野子ども会では、毎月第３日曜に業者委

託による古紙回収をおこなっています。この回収

で得られた収益金は、子ども会でのイベントや、

進級祝品・卒業記念品へ利用させていただいて

おります。皆様には日頃よりご協力いただきまし

て、誠にありがとうございます。今後ともご協力の

程よろしくお願いいたします。

ひがし野子ども会 古紙回収

自主防災組織メンバーが主体となり、9月2日に第7回防災訓練を行いました。震度6強の地
震が発生したと想定し、避難誘導班・情報班・消化班・救護救援班に分かれ訓練を行いました。

41世帯、113人の住人の方が参加しましたが、全体的にスムーズに進められました。課題や改
善すべき点等の確認も行うことができました。訓練の最後には、スタンプラリーを実施し、子供

達がとても楽しそうに参加していました。

各世帯のコミュニケーションを取ることができる機会でした。

１．サーパス守谷自治会の防災訓練

防災訓練２件

木工遊びコーナーでは小さい子もかなづちを使って釘を打ったり、
板にマジックで絵を描いたりして、自分の作品作りに夢中でした。
絵の具コーナーでは、たっぷりの絵の具を使って、自分の描きたい
物を思う存分描いている子どもや大人達がいました。

この夏は猛暑だったために、ウォータースライダーや水鉄砲での水
遊びをたくさんしました。大人数で連結して滑るのはプレイパークで
しかできません。どうすればみんなで滑れるか、あーだこーだ話し合
って、順番を決め、滑れた時には、とても楽しそうでした！

（次ページに続く）



２．ひがし野町内会の防災訓練
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９月２日（日）に発災型防災訓練として、『本部設置訓練・情報収集訓練』を行いました。

訓練開始の１１時に各班の班長さんが班内の調査を行い、北園保育所内に設置した災害対策
本部に被害状況を報告しました。

報告終了後、各班の情報を取りまとめ、各種対策班（消化班、救出・救助班、避難誘導班、
生活班）の編成を行いました。取りまとめた情報『火災発生１０件・家屋倒壊１１件（うち４
件に４名が閉じ込められている）、負傷者１０名』を市の避難所班の方に報告しました。その
後、市の避難所班から北園保育所内にある市の防災倉庫の備蓄について説明を受けました。

今回は、班長による情報収集訓練で、町内会員全体の訓練ではありませんでしたが、町内会
の防災意識の高さを認識していますので、今後も皆様とともに防災対策について、検討を続け
ていきたいと考えています。掲示担当にご協力くださった町内会員の皆様、ありがとうござい
ました。

玄関口に掲示してもらいました

班長さんの報告を集約しました班長さんから報告を受けました

北園保育所内にある市の

防災倉庫の説明を受けました

表示物（ボヤ・ケガ人・家屋倒壊）

本部役員が備蓄内容を

いくつか確認しました。



7

適塩生活で健康づくり！
 1日の食塩摂取量(成人)：男性８ｇ未満 女性７
ｇ未満を目指しましょう！

茨城県民は男女とも目標値より約３ｇ食塩を摂り
すぎています。

まずは１ｇ減らそう！
塩分を控えるためのポイント！
★汁物は具だくさんで、減塩＆ボリュームアップを
図りましょう。
★汁物がつくメニューには、漬物よりサラダやお浸
しを組み合わせましょう。
★ハーブやしょうが、青じそ等の香味野菜で味に
アクセントをつけましょう。
★卓上のしょうゆ・ソース等は、味をみてから控え
めに使いましょう。

今年度の料理教室
１２月８日(土）１０時より 保健センターにて

食生活改善推進員（ヘルスメイト）からアドバイス

5/28～6/1に守谷地区一斉のあいさつ運動を行いま

した。3丁目交差点には民生委員・子供会役員・老人

クラブ、 1丁目常総線踏切近には、民生委員と有志の

方々（延べ95人）に参加していただき、登校の子供た

ちに「お早うございますの」の声をかけていただきまし

た。これを機会に地域内でのあいさつが習慣化し、絆

づくりの一助になることを期待しています。

次回は10/22～10/26に行います。

あいさつ運動

関係づくり 団体間での連携と情報共有を目的に地域内団体など間で連絡会議を行います。

生活づくり
郷州沼崎線沿い花壇９０ヶ所で沿線３町内会／自治会による花植えを行います。

あいさつから始めて、きっかけづくりをします。

場づくり

集いの場「わくわく亭」の地域への浸透と参加者増加を図り、この一環として
高齢者の健康年齢向上を目指す「わくわく体操」を開催します。
ボランティアやサークルの新規立上げと活動をバックアップします。

地域福祉活動計画の具体策

地域福祉活動計画として、住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らすことができるよう、地域市民が主
役となって進める地域づくり、支え合いづくりに取組んでいます。４月発行のしあわせみんなで築こう
No.20で、第２期計画と平成３０年度の取組についてお知らせしましたが、ここでは、具体策を下表で簡
単におさらいします。
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地域福祉活動計画助成金

名 称 金額（万円） 内 容

わくわく亭とわくわく亭の定期開催 20 ﾃﾝﾄ修理・遊具・保険・指導料等

ボランティアグループ等活動の支援 16 除草機材・血圧計・謝礼等

プレイパークの活動拡大 6 ピザ窯・木工材・印刷・ボランティア保険等

（合計） 42 （守谷地区：予算139万円、申請済123万円）

守谷市では平成26年度から、地域福祉活動への助成金制度を運用しています。地域福祉活動計画に

基づく課題に対応する事業が対象で、守谷地区実行委員会の認可を受けた上で市に申請します。ハッピ

ーひがし野ではこれを有効に活用しながら、主にボランティアグループの活発化を図ってきました。平成

３０年度にハッピーひがし野が認可された申請は以下の通りです。

＜モットー＞楽しいお付き合いの輪をふくらまそう。活動の始まりはあいさつから。
＜目指すところ＞ 住みなれた地域で安心して住めるよう、お互い支え合うことができようにしたい。
＜進め方＞地域にとって過大な負担にならないよう、一歩ずつ着実に実行します。

＜行 政＞

連絡調整・主担当：飯島聡（社会福祉課）、副担当：塚原恭子

（生涯学習課）、係員：松本みか子（国保年金課）、石毛修一

（上下水道課）、野口晃裕（学校教育課）、針谷珠美（社会福祉課）

＜社 協＞

高橋啓子（総務・地域グループ）

＜地 域＞

高橋 誠・藤原美佐子・阿部育子・荒川則子（民生委員）、斉藤万千男（元民生委員）

前瀧大吾（ひがし野町内会）、大山輝芳（ブランズシティ守谷自治会）、

斎藤健一・森達也（サーパス守谷自治会）、田中信幸（ひがし野４丁目町内会）

黒崎時雄・岩谷義光（ひがし野会）、今田哲夫（ふれあいシニアの会）

滝下茂樹（GES）、宮下嘉代子（ままもり）、前瀧真由美（プレイパーク）

亘理達（ハッピーひがし野代表）

ハッピ－ひがし野 実行委員

ハッピーひがし野会議とひがし野地域連絡会議

＜平成３０年度の開催実績＞
ハッピーひがし野会議
開催月日：5/30（日）
参加者 ：１４名（７団体・守谷市・社協）

ひがし野連絡会議
開催月日：5/27(日)
参加者 ：２９人（１４団体・守谷市・社協）
（次回開催予定は平成31/2/24（日））

ハッピーひがし野（守谷地区Ｄﾌﾞﾛｯｸ）
ひがし野地域連絡会議

情報交換・問題点協議・組織間連携・各団体代表の名簿発行（記載される人の了解のもと個人情報を開示）

１・２・３丁目
各子供会代表

民生委員
（旧民生委員含む）

社会福祉協議会
担当者（事務局）

ブロック内特性を考慮した地域福祉活動計画
地域の活動への参加・交流の場作り・地域にあった情報発信

町内会・
自治会代表

ひがし野
ひがし野4丁目
ブランズシティ守谷
サーパス守谷

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ・
ｻｰｸﾙ代表

ひがし野会(ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ)
ふれあいシニアの会

ＧＥＳ
ままもり
プレイパーク

市職員
（地域担当職員制）

食生活改善推進員

ひがし野
平成Ｐ委員会代表

ハッピーひがし野会議
活動計画の実行・行政との交渉


