各戸配布（保存版）

しあわせ みんなで築こう
No．27 最終号

2021年9月10日
ハッピーひがし野

コロナウイルス感染症第５波の中我慢の夏でしたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、 2012（H24）年度に始まった 「ハッピーひがし野」 の地域福祉活動計画は今年度で10年目
となりました。活動開始早々に発行したハッピーひがし野広報紙 「しあわせ みんなで築こう」は、活
動内容を皆さんに理解していただく情報紙として親しんいただいたかとは思いますが、残念ながら今
回で最終号となってしまいました。
理由は、上期末で 「ハッピーひがし野」 の解散が決まったことにあります。この5月に市から 「まち
づくり協議会設立（現活動からの移行）」 の強い要請がありました。 8/1の臨時ハッピーひがし野全体会議
で、それに追従すると責任を持った活動ができなくなると判断し、全会一致で解散を議決しました。
2017～2019年度当時、市が制定した文書 「守谷市まちづくり協議会設立の提案」 の問題点＊を整
理し、2018年度のひがし野地域連絡会議（ハッピーひがし野全体会議の前身）で設立しないことを決めま
した（以降年度毎に確認）。2019年度のひがし野町内会総会でも賛同を得ました。

「ハッピーひがし野」 では、 まちづくり活動に関して永年に渡って議論と試行錯誤を繰り返し、本紙
No.20・22・23では、 「まちづくり協議会」への対応について報告してきました。これらの経緯では 「
住民主導」「住民自治」を基本にした地域活動を目指してきましたが、急転直下このような形で終止
符を打たざるを得ないのは誠に残念です。
そこで 今回は、最初に今年度上期の活動結果を報告いたします。その後は過去の掲載記事か
ら特徴ある記事を拾い出して記録集にしています。足掛け１０年に渡る活動への皆様のご理解とご
協力に感謝申し上げながら、最終のご報告といたします。
なおボランティアグループの活動は従来通りですので、よろしくお願いいたします。
（備考）問題点＊：提案内容は将来地域側の負担・責任が膨大になる仕組みと予想。
現状でもスタッフ確保困難・等。
ハッピーひがし野代表 亘理達

2021（R3）年度上期のハッピーひがし野のまちづくり活動実績
ハッピーひがし野の活動実績は以下のように限定的なものになりました。
具体策
実施結果
ハッピーひがし野運営部会
（活動の基本計画と実施主導）

5/7～19 定例会議：書面にて対面会議代替
7/18 臨時会議
9/30 最終会議予定

ハッピーひがし野全体会議
（活動の理解と団体間連携）

5/18～30 書面にて対面会議代替
8/1 臨時会議

「わくわく体操」の継続開催（12回）

4月に１回実施し以降は、コロナ感染症防止のため中止

プレイパーク活動の支援（助成金）

（次ページの表参照）

郷州沼崎線花壇90ヶ所への花植え

除草・剪定・枯れた部分の補植等実施（延べ日数16日）

プロムナード水路の環境美化
（正規具体策外）

市によるクラピア植栽実施状況のフォロー
クズ・イタドリ（去年の処理後に再生した株）の再処理
育ちすぎ有用樹木剪定事例作り
市による樹木剪定と雑かん木伐採のフォロー

集いの場「わくわく亭」の継続開催

コロナ感染症防止のため中止

ボランティア活動の活発化

地域福祉活動計画助成金の運用（次ページの表参照）

広報紙の発行

4/25付・9/25付

ＳＮＳによる情報発信

４＆５月に守谷市内限定でFacebook広告
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2021（R3）年度助成金申請実績（金額は市への申請額）
金額（円）

地域福祉活動計画の広報
わくわく亭とわくわく体操などの
定期開催
ボランティアグループ等活動の支援
プレイパークの活動充実
高齢者へのオンライン利用支援
合

計

備 考

120,000 広報紙発行、FB広告、事務用品、お茶
200,000 わくわく体操開催、わくわく亭開催、ヨガマット、保険
環境美化活動用機材（省力化対応）、機材倉庫改造、芝
生メンテナンス機材
35,000 電動ノコ、保険、各種機材
スマホ・タブレット端末でのオンライン利用促進策を検討
（申請中止）
する
745,000
390,000

備考：上期で活動終了のため、 達成できなかった活動の費用は市に返金。

2021（R3）年度上期の活動紹介
わくわく体操
4/17に屋嘉部先生のご指導でわくわく体操を
行いました。以降はコロナ感染症の影響で残念
ですが中止になり、皆さんには先生のオンライン
体操をお勧めしました。
ふいれあいシニアの会

郷州沼崎線花壇（タイム）のメンテナンス
作業実績 4/25 除草（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １９名）
5/30 剪定（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ７名）
7/25 除草（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ５名）

郷州沼崎線花壇のメンテナンス・わくわく亭・わく
わく体操をサポートしてきました。今後もシニア層
が知り合う機会を作り、それぞれの経験を生かし
た地域改善活動を続けます。
副代表：今田哲夫 TEL 0297-48-0511
E-Mail imada@ha-consul.com

4/20
今年は１週間ほど早
めに満開。ミニこいの
ぼりを12本を立てまし
た。

4/25 除草

プロムナード水路の環境美化

3月の市による古城橋両側法面へのクラピア新規植栽では、昨年度の地域側提案（クズの枯殺処理は
9月に行うべき）を採用してもらった結果、クズは全く発生しませんでした。以前の植栽区間では、去年地
域側がクズの枯殺処理に手間をかけた結果、今年のクズ発生は大幅に減りました。
地域側による事例作りとして、去年一丁目の石積み部でクズの枯殺処理を行いました。今年は石の間
に密に詰まっている株元からの再発生があり、絶滅のために再度の枯殺処理を行っています。古城橋下
流のハナモモが育ちすぎたため、地域側が剪定しました
。これらを今後の計画に生かすよう市に報告しました。

古城橋上流側のクラピア新規植栽

1丁目岩場/クズ枯殺再処理

3丁目/ハナモモの剪定
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ひがし野会
みなさん！ ごいっしょにやりませんか。グラウンドゴルフは毎週月・水・金の午前中２時間
会長 岩谷義光 （携帯 080-5207-6187）
4/30 公園美化
グループが芝補植

6/16 新緑の下で
ｸﾞﾗｳｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ

GES
自然環境を良くする活動に参加しませんか。
代表 滝下茂樹 携帯：080-4290-3141 E-mail： shiektak@yahoo.co.jp

おちゃやばし公園の芝のメンテナンスと、花壇への花植えを例年通り進めています。ティーパーティ
とラベンダー刈りは、コロナ感染症対策のため規模を縮小し、スタッフが刈取ったラベンダーを無人で
配布する方式にしたのですが、多くの皆さんに来ていただきバケツ６杯分がなくなりました（３０人くら
いの来場者と予想）。郷州沼崎線の花壇メンテナンスにも参加しました。
4/4 おちゃやばし
公園/除草

7/11 おちゃやばし
公園 芝刈り

5/9 おちゃやばし公園
/芝保護マット埋め

6/6 ラベンダー
配布

守谷ひがし野プレイパークの会
楽しい遊び場を一緒に創りませんか。
代表 前瀧真由美 携帯090-2545-6889
E-mail mayumi-4601-cheese@ezweb.ne.jp

6月と7月にプレイパークを開催しました。この
季節はウォータースライダーが人気で、初め
て来る小さい子は、大きい子達が滑るのを見
て、真似して楽しく滑っています。木陰の木工
コーナーでは、熱中して剣を作ったり、色を塗
ったりしていました。遊びに集中するのは、子
ども達が自分の可能性を広げていく宝物のよ
うな時間です。邪魔をせず、何を作っている
のかなあ・・・と見守っています。

臨時ﾊｯﾋﾟｰひがし野全体会議
8/1に臨時会議を開き、市からの要
請「まちづくり協議会設立」への対
応を協議しました。結果的に、これ
が最後の全体会議になりました。
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ハッピーひがし野の組織変遷
一期＊
2012
H24

2013
H25

2014
H26

二期＊
2015
H27

2016
H28

2017
H29

2018
H30

2019
R1

2020
R2

2021
R3

市に登録した名称：守谷地区Ｄブロック実行委員会
守谷地区Ｄブロック
実行委員会

ハッピーひがし野会議
（企画・実施・連絡会議主催）

ひがし野地域
での名称

ハッピーひがし野運営部会
（企画・実施・全体会議主催）

ひがし野地域連絡会議
（情報交換）

ハッピーひがし野全体会議
（合意形成・意見交換）

備考 ＊：市の地域福祉計画上の定義で、地域側は地域福祉活動計画の期間をこれに合わせた。

ハッピーひがし野広報 ”しあわせ みんなで築こう“ の過去記事
広報紙は、2012/1付No.1創刊から2018/10付No.21までは「地域福祉活動計画」の組織・計画・実績と
イベント等の紹介を行ってきました。2019/4付No.22からは、「まちづくり活動」の計画・実績を加え、最終
号に至りました。ここでは年度ごとに、イベントを中心に各号に掲載した記事から特徴的ものを取り出し
て、足掛け10年に渡る活動の総括報告とします。

2012（H24）年度 広報紙No.1・2
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たい。
進め方の基本： 担当していただく計画が、過大な負担とならないよう、一歩ずつ着実に実行します。
このようなロゴを採用し、「楽しいお付 目標： ・地域に合った情報発信
き合いの輪をふくらまそう」「活動の始
・住民の地域活動への参加機会づくり
まりはあいさつから」のモットーで活
・地域の結びつきを強める交流の場づくり
動を始めました
・地域で活動できる人材の発掘

2013（H25）年度 広報紙No.3・4・5・6
6月：あいさつ運動開始

10月：第５回ひがし野まつり（ひがし野町内会）

3カ所、延べ113人参加

10月：ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ （ﾌﾞﾗﾝｽﾞ・ｼﾃｨ守谷）

11月：さつまいも掘り・花苗植え（GES）
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2014（H26）年度 広報紙No.7・8・9
守谷駅東口市有地の有効利用（ハッピーひがし野）

6月：郷州沼崎線沿い花壇の草抜き
地域住民がひがし野会と協働作業

2014～2015年：守谷市総合計画審議会で下記を提案
残念ですが、
これは殆ど議
論されず、全く
異なる計画が
進められてい
ます。

10月：ひがし野まつり（ひがし野町内会）
ボランティアグループ合同ブース

プレイパーク
担当の「木工あそび」
が大盛況

2015（H27）年度 広報紙No.10・11・12・13
7月：七夕飾りつけ
（サーパス守谷）
9-10月：台風18号災
害対応ボランティア
（ハッピーひがし野）
まなびの里／80人分の調理

10月：子育て講演会（ままもり）

元気わくわくスポーツ大会参加（ひがし野会）

12月：自然の中でｳｵｰｸﾗﾘｰ大会（ハッピーひがし野）

3月：スプリングコンサート（ブランズ・シティ守谷）

5

2016（H28）年度 広報紙No.14・15・16・17

6月：郷州沼崎線花壇への花植え
（ハッピーひがし野）

10月：住民交流の場「わくわく亭」を開始
（ハッピーひがし野）

11月：子供会合同イベント
シャボン玉ショー&
科学工作教室空気砲
ひがし野会からハッピーひが
し野に引継がれ、環境美化の
日に住民の協力で花植え

ふれあいシニアの会と
ひがし野会協働で開催

2017（H29）年度 広報紙No.18・19
1月：あわんとり（ひがし野町内会）
6月：ラベンダー刈とティーパーティ（GES）

参加者49名で、ラベンダー刈り・サッシュ作り・
ハーブティ・ハーブ入りクッキーを楽しみました

9月：守谷ひがし野プレイパークの会
いつも人気の木工コーナー：
いろんな歳の子たちが作品作り

10月：食生活推進員による活動
学んで楽しく食べましょう
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2018（H30）年度 広報紙No.20・21
フェースブックで情報発信開始（ハッピーひがし野）

9月：防災訓練（ひがし野町内会）

班長さんから報告

わくわく亭とわくわく体操（ハッピーひがし野）
2017（H29）年度実績：わくわく亭＝６回、来場者６２人/回 わくわく体操＝７回
取手スズランフォークダンス
グループが出演

わくわく体操」
けん玉で童心に

グラウンドゴルフ
（ひがし野会）

ピアノ伴奏で “みんなで歌おう”

2019（R01）年度 広報紙No.22・23
3月：防災倉庫案内会
（ひがし野4丁目自治会）
11月：１・２・３丁目
子ども会合同イベント
避難場所 北園保育所の防災倉庫

守小の家庭科室で25名が、
「電気でパンを焼こう」に参加

郷州沼崎線花壇の花植え
（ハッピーひがし野）
6/2：今回から多年草の
タイムに変更して、植付け

7/28：GES他の皆さん
16名で一斉除草
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2020（R02）年度 広報紙No.24・25
5月：郷州沼崎線花壇のタイム（ハッピーひがし野）
11月：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。
収益金で11/24にイベント(マジックショー)を開催し、158名が楽しみました。

プロムナード水路の植栽状況

4/23：タイム・ジャーマンアイリス
・ハナミズキが同時に満開

ｱｶﾒｶﾞｼﾜ
ｸｽﾞ

10月：市への除草作業
費用削減策提案
（ハッピーひがし野）
クズ・雑かん木の枯殺事例作り

ﾆﾜｳﾙｼ
枯殺処理後

岩場の地下茎雑草と雑かん木

2021（R03）年度 広報紙No.26
オンライン体操（屋嘉部先生主催６回/月）

画

面

守谷ひがし野プレイパークの会

たき火で焼き芋・マシュマロ焼きを楽しみました

ハッピーひがし野の全体会議構成団体
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

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
守谷ひがし野プレイパークの会
社会福祉協議会（事務局）
行政（連携調整員）
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