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活動部会 活　動　事　業 予算（円）

・　子ども見守り活動推進事業

・　町内における互助の助け合い事業

・　健康スポーツ推進事業

・　どこでも茶屋　ぶらぶら亭

・　どこでも茶屋　くわがた亭

・　北守谷地区多世代交流事業（おもちゃ病院）

・　避難訓練モデル事業

・　防犯活動推進事業

・　防災・防犯・交通安全啓発事業

・　生活環境整備事業

・　デマンド乗合タクシー周知・利用促進事業

広報部会 ・　北守谷地区広報事業 280,000

敬老プロジェクト ・　北守谷敬老プロジェクト事業 629,800

・　北守谷地区まちづくり協議会運営

・　北守谷地区まちづくり協議会活動拠点整備

・　北守谷地区夏祭り資機材修繕事業

事業予算合計 3,895,300

（内交付金　合計 ） 3,582,300

680,000

739,500

95,000

931,000

540,000

地域福祉部会

交流活動部会

防災・防犯・
交通安全部会

生活環境部会

その他活動部会

昨年 12 月に発足した「北守谷地区まちづくり協議会」は 4 月 12 日（金）に交流プラザで第１

回定期総会が開かれ、今年度の予算と活動計画が審議され本格的に活動がスタ－トいたしました。 

構成員 76名の内、参加者は 60名、委任状 11名計 71 名の出席者で、松丸市長も出席されまし

た。鈴木会長から議案の説明があり、次の議案が満場一致で採決されました。 

 ＜議案＞ 

① 平成 31 年度活動計画 

② 平成 31 年度収支予算 

また次の内容について報告があり了承されました。 

① 地区敬老行事プロジェクトチームの発足について 

② 活動推進会議の設定について 

 

住み続けたいまちづくりのための新規事業をどんどん取り入れて 

事業が展開することになります。新規事業はあくまでも住民の 

皆さんの意見を取り入れて推進することになりますので  

是非、忌憚のない意見や奇抜なアイデア等の提案と構成員への 

参加協力をあらためてお願いいたします。 

主な事業活動と予算は下表のとおりです。 
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昨年、一昨年につづき、今年度も北守谷地区ではまちづくり協議会敬老行事プロジェクトチームが発足し

ました。今年度は9月21日（土）９時半から、御所ケ丘中学校体育館での開催となりました。催し物は御

所ケ丘中学校の吹奏楽演奏、ハーモニカの演奏の他、初めての落語では真打の古今亭志ん陽師匠をお

招きして行う予定です。 

75歳以上の方にはお弁当の他、紅白饅頭も配られる予定です。また交通手段としてバス 

２台に増やして回る予定にしております。 地域一体となった楽しい敬老の集いを企画して 

おりますので奮ってご参加下さい。 参加申し込みのご案内チラシは 7月 10日発行の 

もりや広報紙と共に全戸配布いたします。 

 

地区名 ～４月 ５月 合計

登録者数 1,202 291 1,493

予約件数 491 543 1,034

登録者数 328 92 420

予約件数 132 127 259

登録者数 27% 32% 28%

利用者 27% 23% 25%

守谷市

全体

北守谷

北守谷

割合

2019.6.2現在

① デマンドタクシーの利用促進 

4月からスタートしたデマンド乗合タクシーの北守谷地区の利用状況は

右の表の通りです。 北守谷地区には 65歳以上は約 4,000名います

ので、まだ登録が進んでいません。まだ余裕がありますので登録をして利

用しましょう。 家の前まで来てくれますヨ。 是非一度お試し下さい。 

（詳しくは市都市計画課 0297 45 1111にお問合せ下さい） 

② 公園遊歩道の整備 

北守谷地区には久保ケ丘・御所ケ丘・松前台・薬師台の 4 つの地域を結ぶ遊歩道

があり、そこで休む為のベンチがあります。それらのベンチを気持ちよく使えるよう

にベンチの汚れ具合や傷み具合を調査してゆきます。 

「ぶらぶら亭」「くわがた亭」は地域の皆さまにゆっくり寛いでいただけるオープンカフェです。 

ぶらぶら亭は午前中は北守谷で朝採りした無農薬野菜を販売しています。午後は野外コーラス、ハーモニカ

演奏、フォークダンス、ビンゴ大会などいろいろな催し物を行います。 

挽き立てのコーヒーにお菓子も付いており、若い方々も公園でお子様を遊ばせながら安心してご利用されて

います。北守谷遊歩道に面しておりますので散歩途中に気軽にお立ち寄りください。 

 

ハーモニカ演奏 フォークダンス くわがた亭 



  

【防災】 防災については、学校、自治会・町内会、各種団体が独自に活動している状態を、防災の観点からつなげ

てゆき、互いの情報共有や北守谷地区全体としての活動とすることで、魅力的な地域づくりに向け協議をしている段

階です。 

令和元年５月１３日（月）に行われました市内小中学校の「児童生徒引渡し訓練」の見学及び防災倉庫の確認の

ため、御所ケ丘小学校、松前台小学校、大井沢小学校、御所ケ丘中学校に行ってまいりました。 実際に訓練に参加し

たことで課題が見つかりましたので、今年度は自治会と学校との防災連携を検討し進めて行きたいと思います。  

 

子ども見守り活動 ６月下旬スタート 
 

 

 

【防犯】 防犯については 、守谷市防犯連絡協議会北守谷支部（次

の紹介記事を参照）及び自治会・町内会のご協力を得て、其々の特性を

考慮しながら、安全で安心な北守谷地区のまちづくりを目指して活動し

てゆきます。また、昨今大きな社会問題となっている見守り活動につい

て、 地域全域の強化を検討しております。 

 

 

 

 

【交通安全】 交通安全について
は、既に長期にわたって活動しています

が当面の目標は自動車、自転車の交

通安全に関する啓蒙活動に重点を置

いて行きます。 

 

 
 

 

 

障がいのある人もない人も、気軽に心と体の健康のためのセルフケア活動が 

出来る場アダプテッド スポーツ教室「スマイル」と銘打った体操教室を月に

一度の割合で開催いたします。 先ず、ニーズの高い障がい者を中心とした 

アダプテッドクラスを 6月 23日（日）から開講します。思い切ってこの教室に 

参加してみませんか。 体も心も軽やかになりますよ！ 

参加者、サポーターを募集中です。 問合せは関山：080 5460 0821 

※ これはまちづくり協議会で承認された 

新しい事業です。 

 

 

 

 

  

防犯連絡員は取手警察所・防犯協会から委嘱された市民の方々で２９３名(４月５日現在)が登録されています。 

なお４月５日現在の守谷市民は６６．７０５人. 世帯数２６．４５８世帯です。 

北守谷支部は 支部長 菅原忠(員) 副支部長 村田孝(員) 布川隆史(員)の三役員のもとに 54名体制で構成されてい

ます。  

主な活動は 

① 徒歩による防犯パトロール、 

② 夏祭り及び年末年始の「青色防犯パトカー」による防犯パトロール 

③ 小学校の主な行事日（運動会、授業参観日、防災訓練など）の児童帰宅時の「青色防犯パトカー」による 

防犯パトロール 

④ 守谷市防犯連絡員協議会主催の行事に参加、一斉街頭キャンペーンなど 

⑤ その他の防犯啓発活動 

 

 

開催日：毎月第４日曜日 

時間：15時～16時 

会場：守谷市文化会館 

参加費：１家族 500円 

講師：屋嘉部めぐみ 

     （健康運動士） 

今年度は遊歩道の補修工事で遊歩道が使えなくなり、御所ケ丘小学校からの要請で「4 月 15 日～5 月 15 日」まで

立沢公園口と御所ケ丘 5丁目交差点 2 ヶ所で登下校の児童の安全見守り活動を行いました。 

 

 



小、中学校の新入生と総生徒数　（2019.4 .1現在）

新入生
総児童
生徒数

新入生
総児童
生徒数

新入生
総児童
生徒数

御所ケ丘小 50 337 54 357 60 360
松前台小 57 359 50 372 57 380
大井沢小 58 494 76 550 97 563

小学校 　計 165 1190 180 1279 214 1303

御所ケ丘中 220 613 179 598 215 563

総   計 385 1803 359 1877 429 1866

学校名

平成31年 平成30年 平成29年

快晴のもと５月１５日、慣例となった北守谷地区３小学校合同の田植えが立沢里山で行われました。 

御所ケ丘、松前台、大井沢各小の５年生総勢２０２名が参加。最初は恐る恐る田圃に足を踏み入れる事に

躊躇していた子ども達でしたが、田んぼの土の感触を楽しみながら泥んこになって田植え作業を体験、沢

山の笑顔と歓声がこだましました。当日の指導は「立沢里山の会」などボランティアの方々で、小学生ら

による稲作の農作業体験を続けて１６年目を迎えました。 

御所ケ丘小学校 

松前台小学校 

 

大井沢小学校 

 

北守谷地区 小・中学校入学式  

4 月９日（火）桜舞う陽春の下、小学校、

中学校の入学式が行われました。 

御所ケ丘小の新任成井校長先生からは

約束事で①あいさつをすること、②事故

に遭わない事，③なんでも相談する事 

などをお話されました。 

松前台小の齋藤校長先生は学校は全力

で皆様の子育て支援、協力する事を誓わ

れ、歌も歌って新入生に楽しく学校生活

を過ごせるようにとお話しされました。 

大井沢小の福田理明校長先生は以前教

頭として同小に勤務され今回校長として

転任されました。児童の教育のほか、地

域とのつながりを期待されております。 

 

御所ケ丘中学校 

 

小学５年生による合同田植え  

御所ケ丘中学校では改修された体育館で男女各１１０名、計２２０名の生徒の入学式が行われました。 

小口校長先生は今年箱根駅伝３区区間賞でトップに躍り出た本校出身、青山学院大学出身の森田歩希君の

言葉を引用して、「夢をもつことの大切さ」を強調されました。苦しい時やつらい事を突破する為に目標を

持つこと、将来の夢がない場合はまずは小さな目標を持って生活する事、小さい事を積み重ねる事が大事

です。中学生時代はやはり仲間と一緒に学び合う事が大切で仲間の輪を広げる様にと話されました。 

今年度は先生方総勢４６名の体制で学校運営してゆきます。 



小学校運動会 

大井沢小学校 

 

松前台小学校では、熱中症対策と保護者負担軽減の試みとして半日

の運動会プログラムを実施しました。限られた時間の中できびきび

と競技や準備に取り組む子どもたちの姿が見られました。 

大井沢小学校では、種目を減らし一度教室に戻りクールダウンをす

る時間を設け体力回復を図り、午後の競技でも子どもたちの力が十

分に発揮されました。 

御所ケ丘小学校では、昨年度に続き日体大名誉教授の清原先生のご

指導のもと５，６年生が堂々とした集団行動の演技を披露しまし

た。季節外れの猛暑の中の運動会でしたが、各小学校でしっかりと

対策し、練習の成果が十分に発揮された運動会でした。 

御所ケ丘小学校 

松前台小学校

運動会は５月２５日に気温３０度近い真夏日の中で行われました。 

 

新時代 熱き戦い 歴史に刻め 

新時代 令和とともに 走りだせ 

団結だ！ 新時代へと 突き進め 

集団行動 

よさこいソーラン 

よさこいソーラン 

よさこいソーラン 



 

ぶらぶら亭

● 秋季は９月２２日～１２月1日まで

　毎週日曜日、１０時～１６時、大山公園

　野菜販売、コーラス等とのコラボをします
●　おもちゃ病院の受付もしております

くわがた亭

● 秋季は9月14日(土）～11月23日（土）

　毎月２回、　第２、４土曜日

 開催日: 9/14,23,10/12,26,11/9,23

  くわがた公園　10時～16時

グラウンドゴルフ

● 大山公園：　第１，３水曜日

● 薬師台緑地公園：　毎週金曜日

　　　　　　　　　 第２，４水曜日

  時間：　９時３０分～１２時

※　7/22～8/24夏休み期間中は休みです

北守谷多世代交流部会
（おもちゃ病院）

原則毎月第３水曜日 (キ・ターレ児童センター）

7月29日（月）　御所ケ丘児童クラブ工作教室

8月2日（金）　松前台小児童クラブ工作教室

8月5日（月）　大井沢小児童工作教室

何れも13：30～１６：００

※おもちゃ病院の受付をぶらぶら亭でも行います。

北守谷連絡協議会
第36回　夏祭り

夏祭り　8月17，18日、　　立沢公園

敬老の集い
令和元年9月21日（土） 9時半～12時

御所ケ丘中学校　体育館

キ・ターレ
児童センター

7月13、14日　キ・ターレ　夏祭り、お化け屋敷

7月31日～8月2日　キ・ターレ　将棋クラブ

8月19日　エレキギター＆バンドクリニック

8月24日　救命救急講座
　

ふれあい北守谷の行事、活動予定

令和元年７月～１０月

発行者 北守谷地区まちづくり協議会 

広報部会 赤井、江口、小西、鈴木、関山、塚原、皆川、北、烏山、藤田、増田、 お問い合わせは増田まで （090 9962 1333） 

 

＜編集後記＞いよいよまちづくり協議会の活動がスタート

しました。守谷市で最初にたちあげましたが、７月には５

地区でこのまちづくり協議会が立ち上がります。 

ボランティアの方は忙しい毎日ですが、住民の皆さんと一

緒に地域の問題点を共有したく、一層のご協力をお願いし

ます。 

北守谷地区がいつまでも価値の高い地域とする為に今が大

事な時です。住民の結束力が問われています。 

     担ぎ手の爪くれなゐや神田祭（増） 

 

平成３１年度“飛び込む・関わる・創る”守谷学生シェア

ハウス事業で、開智国際大学の学生７名が４月から

北守谷地区に住むことになりました。学生として柏

駅近くの大学に通学し、週３日は開智望小学校の体

育館で「ハンドボール」の練習に励んでいます。今年

度より同大学で「ハンドボール部」が創設され、沖縄

県、愛知県、神奈川等から来られました。 

皆さんは地域との交流に関心のある若者たちです。 

北守谷地区のまちづくり行事（夏祭り、敬老会、ぶら

ぶら亭、くわがた亭等）に参加したり、小・中学生との

勉強やスポーツ体験など、色々な場面で交流を図り

ます。 地域交流を通して、彼らの大学生活が大い

に実りあることを期待しております。 

４月２７日（土）、平成最後の「キ・ターレはるまつり２０１９」が開催

されました。開館前からたくさんの子ども達が集まり、延べ１０００人を

超える人達がイベントを楽しみました。午前中はたくさんの工作やゲー

ムパーク、午後にはウィンドアンサンブル守谷のみなさんによる楽しい

演奏会と大抽選会を行いました。 演奏会では踊りだす姿も見られ、大

人も子供も楽しい時間を過ごすことができました。 

さて、今回の「はるまつり」、今までと違った大きな変化が起きまし

た。それは参加して下さったボランティアの人数が過去最高となり、小

学生から高校生、北守谷地区の皆さん延べ４８名がイベントを支えて

下さいました。多くの地域のみなさんの愛につつまれ、伸び伸びと育ま

れる子ども達は幸せです。きっと将来、ここでの体験を守谷市、あるい

は自分の暮らす地域できっと恩返しをしてくれることでしょう。 

皆さんの愛に支えられている子ども達です。７月、８月にも夏祭り、

将棋クラブなど、イベントが多くありますので是非ご来場ください。 

 

 

 

ウィンドアンサンブル守谷の演奏会 

トライアウト 


