
2019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．23

この夏以降の台風、特に19号の猛威は地球温暖化の表れのようですが、皆様はどう感じられました

か。地域福祉活動計画はまちづくりに向けて、課題と体制を見直しています。皆様のご協力が大きな

力になりますので、よろしくお願いいたします。2019年度上期の活動結果についてお伝えします。
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ハッピーひがし野のまちづくり
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、地域住民が主役

となって進める地域づくり、支え合いづくりに、今まで取組んできました。
現在市は地域福祉活動計画をもとに、各地区がまちづくり協議会を設立するよう働きかけており、守谷

地区以外の５地区では既に設立されていますが、守谷地区（Ａ～Ｅブロック）では設立されていません。
守谷地区Ｄブロック（ハッピーひがし野）は、種々協議の結果、市が提案している内容は責任が重いた

め取組みは困難と判断し、独自に「ハッピーひがし野まちづくり計画」を進めることにしました（下記）。
組織は従来の『ハッピーひがし野会議』を『運営部会』に変えますが、『ひがし野地域連絡会議』は継続

します。一方活動企画と実施主導のマンパワーが増強できないため、既存の活動を一部縮小します。新
たな活動として、将来のまちづくりを担う人材育成を目指し、『「ボランティア活動のバックアップ』、特に『既
存団体のメンバー増加と新規団体の立上げ』に注力します。

目 的 具 体 策

活動の基本計画づくり 運営部会の開催

活動の合意形成と団体間の連携 ひがし野地域連絡会議の開催

高齢者の健康年齢向上 「わくわく体操」の継続開催（12回）＊

冒険遊び場を通した子供たちの成長に寄与 プレイパーク活動の支援（助成金）＊

花植えを通した協働活動の意識付け 郷州沼崎線沿い花壇90ヶ所への花植え

顔見知りのきっかけづくり あいさつ運動（2019/10実施、2020年度から無し）

交流の活発化 集いの場「わくわく亭」の継続開催（7回）＊

交流の活発化
ボランティア活動の活発化＜重点＞
・ボランティアやサークル等団体の活動のバックアップ。
・既存団体のメンバー増加と新規団体立上げに向けた活動。

活動のＰＲ 広報紙の発行（２回、但しページ数を減らす）＊

若い層への活動のＰＲ ＳＮＳによる情報発信

（注記） ・＊：2020年度以降の地域福祉活動計画助成金がない場合困難（市は有無と金額規模を2019年末決定）。
・新たな取組みを断念した課題：ひがし野地域での敬老会開催・プロムナード水路の環境美化

２．活動項目

目
的

まちづくり活動の運営

構
成
員

代表：亘理

サポートスタッフ：高橋誠・藤原・阿部・

荒川・斎藤・黒崎・岩谷・豊島・

滝下・今田・前瀧

機
能

代表：活動企画と実施主導

ひがし野地域連絡会議の主催

サポートスタッフ：

活動企画への意見と実施サポート

目
的

まちづくり活動に関する意見交換と合意形成

団体間の意見交換と連携

構
成
員

２２名（民生委員・元民生委員・各町内会（自治会）・ひ

がし野町内会広報部会・ひがし野会・ふれあいシニア

の会・GＥＳ・プレイパーク・ままもり・子ども会・食生活改

善推進員・社協・行政）

機
能

運営部会代表の選任・まちづくり活動計画の合意形成・

ハッピーひがし野の活動実績報告・各団体の紹介と活

動計画＆実績報告・地域の課題共有と対策協議

１．組 織（緑色が新規）
運営部会（旧ハッピーひがし野会議） ひがし野地域連絡会議（会議名称と構成員は従前）
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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 ：2019/4・5・6・9

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 ：2019/4・5・6・7・8・9

参加人数：平均13人／回

わくわく体操

月 日
10月19日
（土）

11月16日
（土）＊

12月14日
（土）

1月18日
（土）

2月15日
（土）

3月14日
（土）

場所 公園 公園 守小 守小 守小 公園

わくわく亭 10～14時 なし 10～14時

みんなで歌おう
わくわく体操

12時15分
～14時

12時15分
～14時半

12時15分
～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 ＊：プレイパークを隣で開催
公園での開催日が雨天の場合、「わくわく亭」は中止、「歌とわくわく体操」は守小で実施。

開催日と場所

公園来場者が気軽に立ち寄り

放課後等デイサービス遊学館の皆さんをご招待
＜引用＞https://www.facebook.com/yugakukanmoriya/

バル-ン
アート

反射神経の運動

声は腹から出しましょう

ボールでストレッチ

ラベンダー
花籠作り

遊学館からの来場者

https://www.facebook.com/yugakukanmoriya/


ひがし野町内会の防災訓練
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9月1日（日）に市と連携して防災訓練を実施しました。昨年と同様に、発災型防災訓練として、『本部設置
訓練』と『情報収集訓練』の実践的な訓練を行いました。訓練は、午前11時に発せられた災害情報に基づ
いて、各班の班長さんが班内の被害状況の実際に調査を 行ったうえで、守谷小学校内に設置された災害
対策本部に被害状況を報告して全体の被害状況の把握と集計を行いました。

本部では、町内全体の被害状況取りまとめたうえで、その場で、各種対策班(消化班、救出口救助班、避
難誘導班、生活班)の編成を行いました。集計された被害状況は、守谷小学校に設置された市の避難所班
に報告し訓練を終了しました。

昨年に引き続き、班長のみの情報収集訓練で、町内会員全体の訓練ではありませんでしたが、実際に
班長さんが担当区域内の調査を行い町内会の防災意識の高さをさらに高めることになったと認識していま
す。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おりますので、ご協力をお願い
いたします。

最後に、疑似被害家屋の掲示を担当して当日ご協力してくださった町内会員の皆様にお礼申し上げます。

プロムナード水路にクラピア植栽を増やしています
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
（詳細はH27/11発行の広報 “しあわせみんなで築こうNo.12” 参照）。ハッピーひがし野では環境改善
が効果的に行われているかという視点で、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。
今回は、最近増やしている水路斜面のクラピア（ﾋﾒｲﾜﾀﾞﾚｿｳ）植栽の状況について以下に報告します。

③区間：H30年度植栽②区間：H29年度植栽①区間：H23年度植栽

https://www.google.co.jp/maps/@35.9534238,139.9991637,16z?hl=ja＜引用＞

①区間２丁目側

①区間1丁目側

②区間２丁目側

③区間２丁目側 クラピアの開花は6～9月

上流側岩場以外の斜面にも順次植栽計画予定

https://www.google.co.jp/maps/@35.9534238,139.9991637,16z?hl=ja


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地域の皆さんに植えていただきました。

クリーピングタイムは横に広がる植物で、秋には花壇全面を覆ってくれることを期待していましたが、ば

らつきが出てしまい、9月上旬で26％が消失しました。梅雨明け後2週間も続いた降雨ゼロと35℃近い高

気温の影響が大きな原因と考えています。

それでも、多くの花壇では、すがすがしい緑の葉がしっかりと横に広がっています。枯れたところは来年

春までに、徐々に補植を計画しています。花期は４～５月のため、来春をお楽しみに！！

サーパス守谷自治会からの報告

9/1にマンション周辺の花壇やプロムナード

水路沿い道路の除草作業を行いました。日差

しが強く暑い日でしたが、多くの子どもたちが

お母さんお父さんの手を引きながら一生懸命

に草むしりをしている姿が見られました。

クリーピングタイムの開花は４～５月

7/28の一斉除草

6/2の花植え
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9/22時点で伸びが良い花壇 9/22時点で伸びが悪い花壇

＜2019年度6月～9月の経過＞
・6/2 環境境美化の日に、花壇９０ヶ所に７２０株の

クリーピングタイム植えつけ。
・6/3～9月 有志による水やり４回・除草４回。

花壇近くにお住いの３～４名の方もお世話
されています。ありがとうございます。

ブランズシティ守谷では上記とは別に、花壇
毎の担当者がお世話をされています。

・7/28 ＧＥＳ他の皆さん１６人による一斉除草。

・9/1 環境美化の日に住民による一斉除草。
・9/3 全ヶ所調査：消失株２６％

（内、枯れたのは１４％）



GES

＜2019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（４回）

郷州沼崎線花壇９０ヶ所のﾒﾝﾃﾅﾝｽ
6/1 花苗配布（GES他１１人）

7/28 一斉除草作業（GES他１６人）

イベント
6/10 第６回ﾃｨｰﾊﾟｰﾃｨ（６２人）

親睦会
4/7 城址公園でお花見
8/18 バーベキュー
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おちゃやばし公園の芝刈り・雑草抜き

花壇８ヶ所のメンテ

ひがし野町内会以
外の参加者も多く
ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの花籠作

りは盛況

ﾓｶﾃﾗでの採れた
てﾋﾞﾜをﾊﾟｸﾘ

快晴・満開中、最高のお花見に

郷州沼崎線花壇
の一斉除草

バーベキュで
焼いているのは何？
ブラジルの生ソーセジ

「リングイッサ」

ラベンダー
ティーパーティ
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シニアも頑張ってます！！

ひがし野会（シニアクラブ）の活動

毎週月・水・金曜日は、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。

ラジオ体操で体ほぐし

木陰で茶話会

グランドゴルフは真剣

民生委員の担当地域

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（ブランスﾞ除く）
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

春の守谷シニアクラブスポ
ーツ大会では、ひがし野会
が輪投げの部で敢闘賞を授
与されました。

今年も、守谷市シニアクラブ連合会から、地引さん・早見さんがシ
ニアクラブの行事や地域のボランティア活動に貢献されたとして感
謝状をいただきました。

お二人ともひがし野会に１７年間在籍され、郷州沼崎線花壇の
花植え作業、平成２０年の茨城県スポーツ大会での輪投げ競技３位
入賞など、多方面で活躍されています。
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食生活改善推進員の活動を知っている方からの依頼で８月
２２日（木）に親子料理教室を開催しました。

バランスのよい食事をとることの大切さを学び、皆で野菜入
り手作りソーセージ、レタスとベーコンのスープ、野菜ジュー
スのゼリーを作りました。

親子料理教室開催/食生活改善推進員

夏のプレイパーク／守谷ひがし野プレイパークの会
夏のプレイパークでは流しそうめんに初チャレンジ！ 参加者はゆでたそうめんの他に、流し
たい物を持参。キュウリ、ブドウ、ゼリーなども流れてきて、大人も子どもも楽しみました。

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 19.8 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ・参加賞・保険・指導料等

ボランティアグループ等活動の支援 18.6 ｴﾝｼﾞﾝﾊﾞｷｭｰﾑ・噴霧器・ｽｸﾘｰﾝ・講師謝礼

プレイパークの活動拡大 5.0 ｽﾀｯｷﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ・印刷・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険等

（合計） 43.4 （守谷地区：予算142.1万円、申請済103.3万円）

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。2019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。



8

ひがし野町内会
ひがし野町内会広報部会
ブランズシティ守谷自治会
サーパス守谷自治会
ひがし野４丁目自治会
民生委員（元民生委員含む）
1丁目/2丁目/3丁目子ども会

ハッピーひがし野の『ひがし野地域連絡会議』構成団体

2019年度の開催実績
運営部会準備会議

5/26（日） 参加12名(６団体・社協)
7/28（日） 参加８人(５団体・社協)
9/29（日） 参加７名（４団体・社協）

ひがし野連絡会議兼ハッピーひがし野会議
5/26(日) 参加19名（13団体・社協・行政）

9/29（日） 参加16名（９団体・社協・行政）

ハッピーひがし野の会議開催

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」

5/28・30・31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

50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。

あいさつ運動

いつも古紙・古布の個別回収(毎月第3日曜日)にご協力いただきありがと
うございます。
昨年度はお陰様で115,900円の収益金を得ることができました。子ども会活

動資金として有効に活用させて頂きます。その1つとして、今年度は1〜3丁
目子ども会合同のマジックショーを開催予定です。

子ども会古紙・古布の個別回収とイベント予定

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10/28～11/1に行います。

ひがし野会（シニアクラブ）
ふれあいシニアの会
ＧＥＳ（グリーン・イースト・サポーターズ）
ままもり
プレイパーク
食生活改善推進員
社協（事務局）
行政（連携調整員）

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/

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	ひがし野町内会の防災訓練　
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

