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去る９月２１日（土）第３回北

守谷地区「敬老の集い」が御所

ケ丘中学校体育館で開催され

ました。参加者は昨年より３割

増の４５０名参加者となりまし

た。 参加者には９０歳以上の

方が２２名、内１００歳以上の方

も３名参加されました。 

演目はパタカ体操、脳トレの

わくわくゲームの他、ハーモニ

カや、御所ケ丘中の吹奏楽部の

素晴らしい演奏があり、最後は

真打の古今亭志ん陽師匠の落

語でした。 感動と笑いのこぼ

れる楽しいひと時でした。皆さ

んと来年の再会を約し、盛況の

うちに無事終了しました。  

主催者のまちづくり協議会の

実行委員はじめ、民生委員、児

童委員、北守谷地区連絡協議

会他、関係各位の皆様、ご協力

ありがとうございました。 

４月から始まったまちづくり協議会の活動も半年が経ち各部会の

活動が具体化してきました。 

７月には北守谷公民館の駐車場の隅に事務所も完成、委員の登録 

人数も８５名に達しました。毎月第３土曜日に開催される活動推進 

会議において各部会の活動進捗が報告され、皆で情報を共有しながら

精力的に進めています。 
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地区名 ～４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

登録者数
（累計）

1202 1,493 1,727 1,891 2,005 2,144

予約件数
（単月）

543 543 892 1,094 1,169 1,160

登録者数
（累計）

91 95 112 129 136 143

予約件数 14 25 25 50 57 55

登録者数
（累計）

54 88 92 102 104 110

予約件数 20 22 39 51 53 58

登録者数
（累計）

86 121 141 146 157 164

予約件数 28 43 52 67 60 62

登録者数
（累計）

97 116 121 140 149 156

予約件数 23 37 53 67 76 78

登録者数
（累計）

328 420 466 517 546 573

予約件数 85 127 169 235 246 253

登録者数 27% 28% 27% 27% 27% 27%

予約件数 16% 23% 19% 21% 21% 22%

北守谷地区
割合

守谷市
全体

久保ケ丘

御所ケ丘

松前台

薬師台

北守谷地区
合計

  

  

② デマンドタクシーの利用は上昇していますが、 

デマンド乗合タクシーの北守谷地区の利用状況は右表の通りで

す。 北守谷地区には 65歳以上は約 4,000名、登録数は５７３

名でまだ２７％です。 先ず登録を進めてください。（詳しくは市都

市計画課 0297 45 1111にお問合せ下さい） 

① 公園遊歩道の整備を開始しました！！ 

生活環境部会年度目標検討会議を通じて､市役所建設課と協

議の結果、大規模改修と補修に分けて建設課とまちづくり恊議会

が連携し合って動き始めました。 

北守谷地区の絆のみちである｢公園周遊歩道｣に、皆様の｢い

こい｣を見つけて頂こうと｢生活環境部会｣では、大山公園 藤棚

下長椅子の美化活動を行いました。 素人集団の作業としては意

外と上手く出来き、順次活動の輪を広げてゆきますので、皆様方

のご参加お待ちしています。 

 

「ぶらぶら亭」の秋シリーズは 9月 22日から 12月 1日までの 

毎週日曜日午前 10時から午後 4時まで開催しております。 

秋シリーズでは、ギター弾き語りや野外コーラス、わくわくゲーム、ハ

ーモニカ演奏、カントリーダンス、ビンゴ大会など様々な催し物を予

定しています。詳しくは大山公園「ぶらぶら亭」ログハウスの予定表

をご覧ください。（※悪天候の場合は中止となります） 

 

初のギター演奏コラボ 

くわがた亭 

ぶらぶら亭 

北守谷地区夏祭の３０年経った古い電気

系統の設備更新の資金支援をしました。 

これにより電気 

事故に対する 

安全確保が 

できました。 

 

おもちゃ病院はキ・ターレで毎月

第３水曜日午前中に開いている

ほか、キ・ターレの夏祭り、御所

ケ丘、大井沢、松前台小の児童

クラブで夏休みの工作教室を行

いました。 ぶらぶら亭でも受付

をしています。 

「くわがた亭」の残りの秋シリーズは土曜日の１０月２６日、１１月 

２３日午前 10時から午後 4時まで「くわがた公園」で開催します。 

コーヒーを飲みながら、 

「脳活パズル」に挑戦しませんか？ 

 

 

新しい配電盤 

 

．１０ 



  

【防災】 北守谷地区では，各自治会・町内会の防災訓練が活発に行われていますが、学校単位での避難訓練を

実施している自治会・町内会は少ないと思います。そのため，北守谷地区まちづくり協議会では，本年度モデル地

区として松前台小学校に依頼し地域と連携した防災訓練を来年２月中に実施すべく検討を進めています。 

 

 

 

 

 

 【防犯】 防犯については，                   活動を開始しました。背中に「まちづ

くり協議会」胸に「北守谷／防犯」のロゴ入り防犯ベストを作成し，「散歩しながら」，「ラン

ニングしながら」といった「ながら」パトロールです。 守谷市防犯連絡員協議会北守谷支

部及び自治会・町内会が行っている防犯パトロールに，この「ながらパトロール」活動を加

えて，北守谷地区の防犯パトロールの密度をあげていきたいと考えています。 

 

 

 

 

【交通安全】 ９月２４日に実施された秋の交通安全運動（主催：内閣府， 

協賛：各都道府県，市区町村，全日本交通安全協会等多くの団体，協会） 

の一環である街頭キャンペーンに参加し，北守谷地区まちづくり協議会と 

して交通安全について呼びかけを行いました。交通安全キャンペーンは、 

毎年４回（春夏秋冬）開催されています。 

また，「守谷の交通ルールを守る会」と連携して， 

交通安全に関する啓発活動を検討しています。 

 
 

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アダ

プテッド スポーツ教室「スマイル」体操教

室を月に一度の割合で開催しています。      

是非参加してみませんか。  

体も心も軽やかになりますよ！ 

問合せ先：関山 080 5460 0821 

 

 

 

 

 

現在，本協議会では，子どもの見守り活動を重点事業として掲げ，学校と連携し，活動を進めております。 

この活動の一つとして，子どもの見守りに関する「のぼり旗」を２００本作成し，地区内に設置することで， 

「子どもを地域で守る」という気運を地域住民全体で高めていきたいと考えております。 

 つきましては，皆様の中から，自宅（店舗）敷地内に「のぼり旗」を設置しても良いという協力者を募集 

させていただきます。          （問合せ先： ☎ ４５－１１１１、市民協働推進課 ） 

 

 

文章は川崎さん、写真をとる  １１０番の家に幟を立てる。 学校から。 

 

 

 

  

結構はまりますよ！ 皆さんの参加お待ちしております。 

問合せ先：神山 09023341150 

 

 

 

 

 

 

    

  

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） 



快晴のもと 9月 12日、立沢里山で、15年目となる御所ケ丘・松前台・大井沢 3小学校、５年生総

数 207人の合同の稲刈り体験学習が行われました。 

 当日は台風 15 号（9 日早朝上陸）やその後の雷雨など、田んぼは田植時と同様の泥田状態、子ども

たちは「立沢里山の会」の指導を受けながら、元気活発に稲刈りを体験し、収穫した米は 186㎏（前年

の約 30％減の 3俵）で 3校を主体に配布されました。 

 

小学５年生による合同稲刈り、３俵の収穫！！  

令和最初ということで生徒

も先生方もより一丸となって臨

んだ体育祭。 
台風前の猛暑の中、暑さを

吹き飛ばすような生徒の皆さ

んの一生懸命な競技や係活

動の姿と、生き生きとした表情

に大きな声援が送られました。 
1年生のデカパンリレーで

は、息をあわせて「せーの！」

でデカパンを急いで脱ぎ着

し、2年生の綱引きでは、男女

で力を合わせて大きな掛け声

をかけ力の限り綱を引き合い

ました。3年生は修学旅行の

思い出をアイデアとした鹿・新

幹線・舞子に扮する競技で笑

顔がこぼれ、各学年の全員リ

レーではクラスが一体となって

の応援と選手の力走にグラウ

ンド全体が大きな感動に包ま

れました。 
閉会式は小口校長先生の

万歳三唱で締めくくられ、令和

最初の体育祭が感動のもと無

事に終了しました。 
 



北守谷地区連絡協議会主催の第３６回北守谷地区夏祭が８月１７日、１８日に開催されました。 両日

とも快晴、盆明け直後で大勢の人たちが来場されました（主催者発表では２日間で２万人）。各自治会

から多くのボランティアスタッフ、幼保園、小・中・高等学校、ＰＴＡ、消防署、警察署などの他、今年は開

智国際大学の学生もお手伝いに来てくれました。 

全ての出店は地域の団体からで１００％手作りのこの夏祭りは地域の宝である子ども達が安心して楽

しめる場となっております。 こどもコーナーでは輪投げ、スイカ割り、ダーツ、御所ケ丘中の科学研究部

の大シャボン玉作り他、ミニＳＬなど、アナウンス係も御所ケ丘中の放送部員が担当してくれました。 

恒例の「常陸の国」「友」による和太鼓の演奏に感動、最後は盆踊りで締めくくりました。 

多くのボランティアスタッフのお陰で続いているこのお祭りは次世代に繋がる北守谷地区の 

重要な行事となっていますので地域の皆さんで協力して行きましょう。 

 

 



一昔前は車の窓ガラスを割って盗む手

口でしたが、スマートキータイプが増え便

利になった今は、新しい手口（リレーアタ

ック）での盗難が多発しています。 

あなたの車も狙われています。 ドア

ロックだけでは愛車は守れません！ 

この機会に盗難防止対策を考えてみ

ませんか？ 

リレーアタックの手口とは 

 

北守谷は高速入口に近く盗難多発地区です 車の       が多発しています！ 

中継役１ 

中継役２ 
盗難役 

玄関先に置いたキーから出る僅かな電波を増幅中継し、駐車場の車の 

ロックが解除・エンジンスタートされ盗難されます。 

 

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、磯貝、増田、お問い合わせは増田まで （090 9962 1333） 

 

・９月２１日の「敬老の集い」には昨年より３割増の約４５０名が参加され、充実した催しとな

りました。皆さんのご感想を是非お聞かせください。 

・北守谷地区はじめ近隣地区での盗難車被害が多発、２０１８年度の盗難件数は茨城県が 

約１４００台強で全国１位です。その内約６割が県南地域に集中しています。連日盗難被害のメ

ールが届きますが、結局自己責任に処される事が多く盗まれ損となります。特にハイブリッド車

などが狙われますので、盗難防止対策をお願いします。 

・小・中学校のホームページ（ＨＰ）で児童・生徒の様子が分かりますので是非ご覧ください。 

                        ・百寿過ぎ再会約す秋日和（増） 

 

松前台５，６丁目自治会では毎年子ども達と一緒

に子ども神輿を繰り出しています。 

今年は８月１７日（土）大変暑い朝９時から約１時間、 

５，６丁目町内を練り歩きました。 

こども神輿は当初は樽神輿で行なっていました

が、２００９年に有志の皆さんが手作りでこの写真の

様に立派な神輿を制作しました。少子化のなかでこ

の貴重な行事を是非続けて頂きたいと思います。 

 

車から離れた際に後をつけられ、ポケットや鞄の中 

に入れたキーの僅かな電波を増幅中継され盗難されます。 電波遮断 BOX 

二千円～ 

三千円程 

中継役２ 

中継役１ 
盗難役 

盗難対策グッズの紹介 

電波遮断 

キーケース 

数百円～ 

盗難 

本紙第１３号（２０１８．６）で紹介した御所

ケ丘中野球部の沢田美羽選手（3年）がオ

ール茨城に選出され、２塁手として出場、

第 4 回全国中学女子軟式野球大会（京

都）決勝（8/29）で熊本のチームを５－０

で破り、見事全国制覇を果たしました。 

 

 

ハンドルロック 

三千円～ 

六千円程 

＜編集後記＞ 


