
2020年4月25日

ハッピーひがし野

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．24

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっており、緊急事態宣言が出されました。現世代が経験し
たことのない危機であり、影響は甚大、生活・仕事・学校などあらゆる面に及びます。年齢を問わず

それぞれが「感染しない・させない」ため、最大限の衛生管理でこの危機を乗り越え、この広報が配
布されるころには感染者数増加が減少傾向に転じていることを、お祈りいたしております。

ここでは2019年度の実績と2020年度の計画を主にご報告いたします。地域福祉活動計画はまちづ
くりに向けて、体制と課題を少しづつ変えてきており、皆様のご協力が必要になりますので、よろしく

お願いいたします。
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注記：＊はマンパワーの制約で当面小規模に実施。

2019年度の活動実績
ハッピーひがし野は構成団体間の横ぐしとして、活動の活発化に向け地域の構成団体をサポートし
ています。第二期地域福祉活動計画（2017（H29）～2021（R3）年度）の3年目（一期から通算8年目）の
活動実績をまとめました。2019年度は「まちづくり」への転換の議論があり、「まちづくり」につながる活
動の実績も作りました。

地域福祉活動計画に基づく事業を対象とする守谷市の助成金で、守谷地区実行委員会の認可を受
けて市に申請しています。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年度に認可された申請は以下の通りです。

項 目 ハッピーひがし野運営部会

地
域
福
祉
活
動
計
画

 5・10月にあいさつ運動強化週間に取組んだ。
 高齢者の健康維持向上を目指し「わくわく体操」を毎月行った。

 北園森林公園で集いの場「わくわく亭」を4・5・6・10・11月に開催した。

 ボランティアやサークルの新規立上げと活動のバックアップを行った。

 ハッピーひがし野運営部会を５回開催し、地域福祉活動計画から「まちづくり」への
スムーズな転換を図った。

 ひがし野地域連絡会議を２回開催し、活動状況説明と、地域内団体間での情報共有
を図った。

 広報紙２回発行と、ＳＮＳ（フェイスブック）による情報発信を行った。

ま
ち
づ
く
り

 環境美化の日（6・9・12月）に町内会・自治会の皆さん協力のもと、郷州沼崎線沿い
花壇90ヶ所への宿根草（タイム）の植栽とメンテナンスを行った。通年のメンテナンス
ではＧＥＳ・ふれあいシニアの会・有志の皆さんの協力をいただいた。

 プロムナード水路のクラピア植栽に関して行政と調整を行った。＊
 プロムナード水路一部区間で葛（雑草）の根絶実績を作り市に提案した。＊

名 称 金額（円） 備 考

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

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

プレイパーク活動の充実 50,000 道具類整備

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 521,000 守谷地区の予算1,421,000円

各戸配布（保存版）
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目 的 具 体 策

活動の基本計画と実施主導 ハッピーひがし野運営部会の開催

活動の理解と団体間の連携 ハッピーひがし野全体会議の開催

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

環境美化意識の向上 プロムナード水路の環境美化（新規）（当面、小規模実施）

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＜目玉＞

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、但しページを減らす）

若い層への活動のＰＲ ＳＮＳによる情報発信

活動計画

項 目 ハッピーひがし野運営部会 ハッピーひがし野全体会議

目 的 まちづくり活動の運営
まちづくり活動に関する意見交換と合意形成団体

間の連携

開 催 定例5月・9月・3月 定例5月・3月

構成員

代表：亘理
-活動企画と実施主導

-助成金取纏め＆申請＆会計
サポートスタッフ：高橋誠・藤原・小野

・小山・斎藤・黒崎・岩谷・豊島
・豊島・滝下・今田・前瀧

-活動企画への意見と実施サポート
事務局：社協／高橋

民生委員（民生委員義務外活動）・元民生委員・ひがし野

町内会・ブランズ自治会・サーパス自治会・ひがし

野4丁目町内会・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・１丁目子ども会・２丁目子ども会・３丁

目子ども会・食生活改善推進員・社協・行政

主 催 亘理 亘理

議 長 高橋誠 高橋誠

機 能

活動企画・実施

助成金申請取纏め
全体会議の主催

運営部会代表の選任

活動計画の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と意見交換

各団体の紹介と活動計画報告

団体の活動実績報告

地域の課題共有と対策協議

決 議 合議 合議（社協・行政を除く出席者）

2020年度のハッピーひがし野まちづくり活動

新たな会議体
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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・11（5回）

来場者 ：平均73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 ：2019/4～2020/2（11回）

参加人数：平均13人／回

わくわく体操

注記：2020/4/19（日）はわくわく亭開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症問題で中止にしました。

開催日と場所

月 日
4月19日
（日）

5月17日
（日）＊

6月14日
（日）

7月12日
（日）

8月23日
（日）

9月27日
（日）

場 所 公園 公園 公園 守小 守小 公園

わくわく亭
10時半～

14時
10時半～

14時
10時半～

14時 なし なし
10時半～

14時

わくわく体操 13～14時 13～14時 13～14時 13～14時半 13～14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 ＊：隣でプレイパーク開催。
わくわく亭を雨天又は諸般の事情により中止する場合、その旨開催場所に掲示します。
わくわく亭が中止の場合は、「わくわく体操」のみ守小で実施します。

中止

わくわく亭は2016/10に始め、３年半で１９回開催しました。北園森林公園での定例イベントとして、
来場者に楽しんでいただいています。 2017/10には、わくわく体操（みんなで歌おうと体操）を加え、シ
ニア層の健康維持にも役立ててもらっています。

２月のわくわく体操後、
茶話会では全員マスク

コマ回しではお父さんも四苦八苦 屋内でのわくわく体操

みんなで歌おう

フリスビー・輪投げ・玉入れは
子供たちに人気取手すずらんフォークダンスクラブの皆さん
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プロムナード水路の
クラピア植栽状況

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、2011（H23)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、市に意見を出して計
画を調整してもらっています。今まで
の主な調整事項は、樹木の枯れ対策
・クラピア植栽の評価と拡大・除草頻
度・葛（クズ）対策・うどん粉病対策な
どでした。
ここでは、うどん粉病の観測・対策

と、2020年3月に新たに植え付けた区
間について報告します。

2019年度新規植栽区間

2020年度以降、上流
側岩場以外の

斜面にも順次植栽
が計画されます

：2011・2017・2018年度植栽区間

プロムナード水路の
葛（クズ）繁殖への対策

プロムナード水路の土手と歩道には葛が
はびこり、夏場には写真のように歩道を覆う
状態までになります。
葛は、従来市が行ってきた「刈取りだけの

除草」では、新芽がすぐに出て、ツタをどんど
ん伸ばします。
葛の除草方法を調べたところ、根元に部分

的な薬剤処理をすることで、根絶できること
が分かりました。ハッピーひがし野が2019春
に部分的に試行した結果、効果があったため
、市にこの処理方法を提案しました。2020年
度は、市と協働で葛の根絶に向けた作業を
進める予定です。

歩道にはみ出した葛の例 試行時の葛の枯れ

10/26
正常

11/24
うどん粉
病発生

殺菌剤散布

定点観測

2020/3
新規植栽区間、

防草シートを貼った
状態でクラピア

を植栽

2018・2019年度
植栽区間の一部

試行区間で葛125株が完全に消滅

試行区間

<引用> グーグルマップ

<引用> グーグルマップ
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古紙・古布の個別回収とマジックショー／子ども会
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した。収益金は子ど

も会活動資金として有効に活用させて頂いています。11/4(月・祝)には収益金でイベント(マジックシ
ョー)を開催し、合計 158 名がマジックショーを楽しみました。
今年度も古紙・古布の個別回収にご協力をお願いいたします。

昨年６月に地域の皆さんに植えていただいたクリーピングタイムの状況をお知らせします。
・消失株が２６％もありましたが、無事に残った株は濃い緑の葉で冬越ししました。

・３月には青々とした葉がどんどん出てきて、3月末には花が咲き出しました。
・3/15：ひがし野町内会担当エリアと、ブランズシティ守谷の担当区間で、ボランティア皆さんに、

除草と、消失部の補植（125株）をしていただきました。
・3/21：サーパス守谷の担当区間で、自治会長とボランティアが除草と補植（14株）を行いました。

・３月末に咲き始めた花がどんどん広がっており、５月末まで咲き続けます。
新型コロナウイルス感染症対策で、息苦しい生活が続いていますが、息抜きの散歩や通勤の際に

は、どうぞきれいな花を眺めてみてください。少しでも心の癒しにしていただければ幸いです。

3/15
一斉除草
と補植

9/22 タイムの上に
鉢の土が撒かれた

10/10 靴で踏み
荒らされた痕

3/21の補植直後、4/6 犬のオシ
ッコ被害で枯れ、注意看板設置

郷州沼崎線花壇のタイム

4/9 タイムが満開間近
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ひがし野会（シニアクラブ）の活動

高齢者の皆さん、一緒にやりませんか !!

私たち高齢者は、誰もが身体に何らかの不安を感じて
います。だから、健康を保つため、出来るだけ外に出て
、仲間と一緒にグラウンドゴルフで汗をかき、時にはカラ
オケなどに興じて楽しく日々を過ごしています。
『活動』グラウンドゴルフ カラオケ 麻雀 輪投げ ラジ
オ体操 お花見 新年会 茶話会 市のスポーツ大会
地域の清掃・美化活動
（何かひとつでも参加できれば、大歓迎！）

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

小山雅子 090-4810-7487 ブランズシティ守谷

小野美代子 48-0450 ひがし野３丁目

GES下期の活動実績

グラウンドゴルフ場の整備 グラウンドゴルフ

3/15 郷州沼崎線花壇の一斉除草
と植栽補植（GES、ふれあいシニア
の会、民生委員の計16人）

12/1 GES管理花壇
８ヶ所に花植え

10/20 おちゃやばし公園と
GES管理花壇8カ所の除草

2019年のお花見
（今年３月は中止）
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プレイパーク／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。

クリスマスツリー飾り付け／サーパス守谷自治会

１２月にクリスマスツリーの飾り付けを行いました。自分の好きなオーナメントを手
に取り「どこに飾ろうかな」「あそこに飾りたい」など、みんなで楽しく飾り付けをしま

した。
最後に点灯すると『わあ～！きれいだね』と歓声があがりました。
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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

運営部会準備会議
12/15（日） 参加１１名(７団体)
1/12（日） 参加７名(４団体・社協)
2/23（日） 参加９名（６団体・社協）

ひがし野地域連絡会議
2/23(日) 参加１５名（1２団体・社協・行政）

2020年度は、それぞれ「ハッピーひがし野運営部会」
「ハッピーひがし野全体会議」として再出発します。皆
様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ハッピーひがし野の下期会議開催

フェイスブックで活動情報を発信

 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）
 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」

 ＵＲＬ：https://www.facebook.com/ハッピーひがし野-2037017683251447/

10/28～11/1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。

ハッピーひがし野の下期あいさつ運動

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/
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