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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．2２
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春を迎え、過ごしやすい日が続いておりますが、皆様お変わりありませんか。地域福祉活動計画第

二期計画も3年目に入りました。今回は平成30年度（2018）の活動の総括と、今年度（2019）の計画を

中心にご報告いたします。

今年度（2019）の地域福祉活動計画とまちづくりへの取組み

＜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るようにします。
＜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。

地域福祉
活動計画

目標：地域に合った情報発信を行います。

課題：若い世代の転入者が多いです。地域行事の周知が難しいです。

対策：ハッピーひがし野会議を5・9・2月に行い、内２回はひがし野地域連絡会議と
併催とすします。

・活動の詳細計画とフォローを行う。
・地域内団体間での連携と情報共有を図る。

広報紙を２回発行します。

目標：地域の活動に、市民がより多く参加する機会をつくります。

課題：町内でのお付き合いが拡がりにくいです。

対策：あいさつ運動を行います。
健康維持向上を目指した「わくわく体操」を行います。

目標：地域の結びつきを強める交流の場をつくります。

課題：交流するための集まれる場所が少ないです。

対策：集いの場「わくわく亭」の拡大を図ります。
・4～6月、9～11、3月に7回開催します。 ・皆さんが楽しめる場を目指します。
・守谷地区内への浸透を図ります。

まちづくり
活動

青少年育成
プレイパーク活動に協力します。

自然・環境
町内会・自治会の協力を得て郷州沼崎線沿い花壇90ヶ所に花植えを行います。
プロムナード水路の環境美化に取組みます。

親睦・交流
ボランティア団体活動支援として、メンバー増加と新規設立を行います。

平成30 （2018）年度は、「わくわく亭」に、高齢者の健康年齢向上を目指した「わくわく体操」を加え、両

方で年間１２回行うことができました。「郷州沼崎線沿い花壇90ヶ所への花植え」、「あいさつ運動」等、

目指した活動は予定通り実施できました。詳細は次ページ以降でご報告します。

今年度（2019）は、従来通り「絆づくり」を主眼にした対応策に取り組んでいきます。特に注力するの

が 「わくわく亭」で、子供から高齢者まで幅広い世代が集い、おしゃべりやイベントを楽しみながら、仲

間づくりをする場として発展させていきます。

更に、2/24のひがし野地域連絡会議兼ハッピーひがし野会議で、まちづくり対応として、「ハッピーひが

し野の地域福祉活動計画の小幅拡大と活性化」が決まりました。その際、上表の「青少年育成」・「自然

環境」・「親睦・交流」の三分類で記した活動項目追加は、運営部会（リーダーとスタッフ計4名程度）の

設立が前提となりました。運営部会体制は実行委員の皆様と決めていきたいと考えております。
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郷州沼崎線花壇90ヶ所への花植え
H30 (2018)年度下期の花植え実績
目的：地域住民間の協働作業を通じた絆づくりと

環境美化
場所：郷州沼崎線沿い植木枡（花壇）90箇所
実施：・12/2の環境美化の日12/2に町内会・

自治会の皆さんが植付け
・2月～3月の除草作業日数10日

ひがし野会からH28年度(2016)に花植え
を引き継いだ後、水やりや除草の仕方を
工夫しながら、生育状況を観察してきま
した。特に3年目のH30年度(2018)は水や
りと除草回数を増やした結果、生育に改
善が見られたものの枯れ比率は依然多い
ことがわかりました（左の記録参照）。
枯れの原因は、夏場の渇水・犬の小便

・車からの水撥ね等にあるようです。そ
こで今年度(2019)は、環境耐性が比較的
高い植物として、宿根草のクリーピング
タイムを植えることを、2/24のひがし野
連絡会議兼ハッピーひがし野会議で決め
ました。

植付前日にボランティア
が花苗配布

12/2の花植え

H30/7/26日日草が全
滅しかかっている花壇
全体で34％が枯れた

H28/8/17マリーゴールド
が半減した花壇

全体で75%が枯れた

クリーピングタイム
花期：5-7月

左の写真のように、成長が早く横に伸びる性格
ですので、少ない株数でも秋には花壇全面を覆い
、葉を残したまま冬越しします。
茂った葉が雑草を抑えるため除草の手間は減り

ます。初夏に伸びた茎を半分程度刈ると、冬に枯
れる部分が少なくなります。ただし乾燥がひどい
ときの水やりは必要です。皆様のご協力をお願い
いたします。

花植え計画の変更

クリーピングタイムの性質と管理

4/8 パンジーが満開で、昔近隣の方が
植えられたジャーマンアイリスと競演
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わくわく亭

今年度上期の開催日と場所

月 日
4月20日
（土）

5月11日
（土）＊

6月22日
（土）＊

7月20日
（土）

8月17日
（土）

9月28日
（土）＊

場 所 公園 公園 公園 守小 守小 公園

わくわく亭 10～12時 10～12時 10～12時 なし なし 10～12時

わくわく体操 13～14時 13～14時 13～14時 12～14時半 12～14時半 13～14時

公園：北園森林公園 守小：守小ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ ＊はプレイパークが隣で開催
公園での開催日が雨天の場合、「わくわく亭」は中止、「わくわく体操」は守小で実施。

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 ：H30(2018)/4・5・6・10・11・3

来場者 ：平均59人／回

公園訪問者が気軽に立寄り

体操と歌の後は談笑

スローエアロビに挑戦

コマまわし

フリスビー

場 所 ：北園森林公園、守小ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ
開催月 ：H30(2018)/4～H31(2019)/3（7回）

参加人数：平均17人／回

わくわく体操

きぬ看護専門学校
生徒さんが

ボランティアスタッフ

二重唱に挑戦

体操インストラクタ
屋嘉部先生

今年度（2019）上期の開催日と場所



GES 平成30（2018）年度下期の活動

10/14 おちゃやばし公園の芝刈り
12/1 環境美化の日の花植え準備
12/2 GES管理の花壇8ヶ所への花植え

（パンジー・チューリップ球根）
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おちゃやばし公園
の芝刈作業

花壇への花植え

環境美化の日の花植え準備
花苗配布

ひがし野会（シニアクラブ）

高齢者に最適な健康スポーツ！
誰でもできる “グラウンドゴルフ（ミニコース）”
♦北園森林公園天然芝コース♦

グラウンドゴルフのシーズンがやってきました。
公園の花の下、ひがし野会（シニアクラブ）では”健康と友愛”を
心掛けながらグラウンドゴルフを楽しんでいます。
♦毎週月・水・金 9時から10時半まで（内、休憩30分）♦

通りがかりの見物や体験など気軽にどうぞ、大歓迎です！
用具は一切用意しています。
連絡先：090-3816-9969 黒崎時雄
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守谷ひがし野プレイパークの会

昨年、初めて試みたダッチオーブンでのピザ作り。トッピング

の具材は各自持参でしたが、バラエティーに富んだピザが出
来上がりました。自分で焼いたピザをみなさん美味しそうに食
べていました。たき火で焼く棒パンも、それぞれがこんがりと
焼き上がっていました。

ロープを張った遊び、モンキーブリッジも人気でした
。グラグラ揺れるので、何人かで落ちないように楽しそ
うに遊んでいました。

道具を運ぶリヤカーも遊び道具として使っています。

何人も人を乗せて運んだり、運ばれたり、どちらも楽し
そうです。よほどの危険がない限り、子どもたちの遊び
を止めることはないので、このリヤカーで原っぱを駆け
回ったり、でこぼこの地面を通ったりして、子どもたちは
スリルある遊びを楽しんでいます。

平成30年度（2018）も月１回のプレイパークを森林
公園で開催してきました。活動を始めて６年になり、
子どもたちの遊び方もだいぶ広がってきました。

のこぎりや金づちも自由に使えるので、木材で

何かを作ったり、落ちていた太い枝を拾ってきて
切る競争をしたりして遊んでいることもありました
。木をのこぎりで切る感覚が面白いようです。

今年（2019年）のプレイパーク開催日程
月 日 ： 5/11(土) 6/22(土) 7/20（土） 8/18(日) 9/28(土)

10/19(土) 11/16(土) 12/14(土)
場 所 ： 北園森林公園
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【毎日の安全パトロール、声かけ】
平成30 (2018)年度も、守谷小学校の地区委員と協

働で、小学校登下校時の見守りと声かけ（あいさつ）、
放課後のパトロールを行いました。
小学生のいる全世帯で当番を持ち回り、子どもが安

全に生活できるよう、心がけています。

ひがし野子ども会
（１・２・３丁目）活動報告

【合同イベント〜電気でパンを焼こう】
守谷小学校の創立記念日（11/13）に、町内の子ども達

25名が小学校の家庭科室に集まり、活動に参加しました。
講師の先生が、電気の種類や電気で熱をおこす原理、ど
んな仕組みでパンが焼けるのかということを分かりやすく
教えてくれました。
本当に温かくなるのかな？ 本当にパンが焼けるのかな

？ そんな気持ちで、ワクワクしながら、みんな取り組んで
いました。パンの生地が膨らんできて、ポツポツと穴が空
いてきて、湯気が出てくると、子ども達は歓声をあげながら
、嬉しそうに経過を観察していました。
焼き上がったほかほかのパンを美味しそうに食べたり、

家に持って帰っておうちの人に見せるんだぁと言って、大
切に持ち帰る子ども達。ワクワクした気持ちとパンを食べ
た満足感で、みんな笑顔で帰りました。とても、楽しい活動
でした。

3/10に北園保育所敷地内にある防災倉庫
の案内会を行いました。「3.11」レベルの地震
が発生した場合は北園保育所が避難場所と
して開放され、防災倉庫も開錠される事を「備
蓄品一覧」を配布するとともに説明しました。

ひがし野4丁目自治会
防災倉庫案内会

食生活改善推進員（ヘルスメイト）より
守谷市では、養成講座を受講した44人の食生活改善推進員

が活動しています。アドバイスです。

できることから一歩ずつ・・・・

今日からできる減塩＆野菜摂取量増加
＜麺類の汁は飲まない！＞で減塩
＜弁当のすみに入っている漬物は残す！＞で減塩
＜食べるなら野菜入りメニューを選ぶ！＞で野菜増加
＜醤油やソースはかけずにつける！＞で減塩
＜味噌汁に野菜投入！ 具だくさん味噌汁＞で減塩+野菜増加
＜カット野菜や冷凍野菜のチョイ足し＞で野菜増加



ひがし野町内会のあわんとり・防災イベント
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1/13に町内会イベントとして２年ぶりに守谷城址公園で『あわんとり』と『防災イベント』を同時開催し
ました。町内会専門部会の交流部会が『あわんとり』を、防災部会が『防災イベント』を担当しました。
前日に小雨の中、町内会の班長とそのご家族・２年前の実行委員・地域の経験者のご協力いただき

櫓を組み上げました。
当日は晴天に恵まれ、500名に及ぶ多く方々にお越しいただき、豚汁や甘酒が振る舞われ、非常食

の試食なども行いました。14時より神事が執り行われ、着火すると瞬く間に炎が巻き上がり、冬の青空
に大きな火柱が立ち上りました。火が下火になると、篠に刺した餅やミカンを火にかざして焼いて食べ
、無病息災を祈りました。餅は２年前の倍の数を用意しましたが、あっという間に尽きてしまうほどの盛
況ぶりでした。最後は守谷市第一消防団の皆様に鎮火作業を行っていただきました。
防災イベントでは、守谷消防署南出張所のご協力で、『濃煙体験』と『消火訓練』を行いました。
今回のイベントは、地域の結束を高める意義深いイベントとなりました。ご支援、ご助力いただいた皆

様に心より感謝申し上げます。

消防車出動

点火前の神事

点火後、瞬く間に火柱が

焼いた餅・

みかんを食べ

今年も無病息災

最後は抽選会

大盛り上がり

濃煙体験
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＜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）

平成３０年度(2018) のハッピ－ひがし野実行委員（皆様ご協力ありがとうございます）

ハッピーひがし野会議とひがし野地域連絡会議

平成30 (2018)年度の開催実績
ハッピーひがし野会議

9/30（日） 参加14人（7団体・守谷市・社協）

ひがし野連絡会議兼ハッピーひがし野会議
5/27(日) 参加29人（14団体・守谷市・社協）

2/24（日） 参加17人（11団体・守谷市・社協）

（次回開催予定は平成31/5/26（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
HＰ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

あいさつ運動

10/22～10/26に3丁目交差点と常総線踏切
近くの2ヶ所で守谷地区一斉のあいさつ運動に
参加。ひがし野会・民生委員・お近くにお住い
の皆様、延べ95人のご協力を参加していただ
き、小学生や通勤者に元気な声で“お早うござ
います”の声掛けを行いました。

フェイスブックで活動情報を発信しています

 目 的：ハッピーひがし野の活動状況のＰＲ（主に若い世代に知っていただきたい）
 ＵＲＬ：https://www.facebook.com/ハッピーひがし野-2037017683251447/

 主な発信情報：郷州沼崎線の花植え、わくわく亭、わくわく体操、GES

 検 索：「ハッピーひがし野」

https://www.facebook.com/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E3%81%B2%E3%81%8C%E3%81%97%E9%87%8E-2037017683251447/
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