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今年は、梅雨明けが早く、暑い日が続いておりますが、お元気にお過ごしで

しょうか。日頃は自治会活動にご支援ご協力を頂き、ありがたく厚く御礼を申

し上げます。関西地方を襲った地震災害や西日本を襲った豪雨災害で犠牲にな

られた方々のご冥福をお祈りするとともに、避難されている方々が一日も早く

元の平穏な生活に戻られますようにお祈りします。 

さて、横浜市に今後 30 年以内に震度 6 弱以上の地震の来る確率は 80％以

上と言われています。緑園では、東西両小学校が地域防災拠点として避難場所

になっており、防災機材や水、食料などを備蓄していますが、大規模災害に対しては十分な備えとは

言えません。私たち住民一人一人が、日頃より家具の転倒や高所からの落下物の防止に気を付け、地

震発生後の火災発生に留意し、地震発生後数日分の水･食料･携帯トイレなどを備蓄しておく必要があ

ると思います。備えあれば憂いなしと言いますが、備えは出来るだけ多い方が良いと思っています。 

8 月 4 日には、緑園連合自治会主催の夏祭りを開催し、小学生･中学生にも参加して貰い大いに盛

り上がると期待しています。その後も、敬老祝賀会･運動会･地区社協主催ふれあい祭りなどの行事が

続き、各自治会･各団体の皆さん･サポーターの皆さんには大変お世話になります。どうぞよろしくお

願い申し上げます。又、これまで余り自治会活動に関わってこられなかった方々や、輪番制の班長の

時だけ関わりそれ以外の時は余り関わってこられなかった方々にも、出来るだけ参加をお願いしたい

と思います。 

各自治会では役員や委嘱委員のなり手が少ないことや役員の高齢化が課題になっています。緑園に

は、色々な資格、経歴、特技、趣味をお持ちの方が多くおられます。地域の活性化には、多くの方の

参加が不可欠と思いますので、是非一寸だけでも良いので、自治会活動に関与して頂くようにお願い

したいと思います。まだまだ暑い日が続きますので、ご健康にはくれぐれもお気をつけて下さい。 

 
 
 
 
5 月 19 日(土)、第１３回緑園連合自治会総会が緑園地域交流センター多目的ホールにて開催され

ました。新旧役員、各種団体関係者及び各自治会から選出された代議員らが一堂に集まり、昨年度の

事業報告・会計報告及び本年度の役員・事業・予算の他緑園連合自治会会則の改定案について審議が

行われ、すべての議案について、代議員の賛成多数により可決・承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 会則の改定 
改定前 改定後 

第 6 条 1.本会に、緑園地区８自治会により選出された会
長で構成する「会長会」を置く。 

第 6 条 1.本会に、緑園地区 8自治会により選出された会長又は代表者
及び第 8条の 4により選出された副会長で構成する「会長会を置く」。 

第 7 条 1.本会の役員は、各自治会長 8名、及び別途定め
る各種団体の代表 18 名以内の計 26 名以内で構成する。 

第 7 条 1.本会の役員は、各自治会会長又は代表者 8名、及び別途定め
る各種団体の代表 17 名以内の計 25 名以内で構成する。 

2 細則の改定 
細則第２項 会則第 7条 2 項の各種団体の定義範囲(2)本会役員会を構成する各種団体の代表は次の通りとする。（省略）  家庭防
災員代表（削除）  

 
 
 
 
５月 19 日(土)、緑園連合

総会に先立ち、緑園連合自
治会町内会役員等の永年在
職者表彰が行われました。
緑園地区の表彰者は 8 名の
方々で、額田樹子泉区区長
より地域功労者一人ひとり
に表彰状が渡されました。  
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緑園連合自治会会長 

 成田 俊人 

総会議案 
第 1号議案：平成 29 年度 事業報告 
第 2号議案：平成 29 年度 会計決算報告 

及び監査報告 
第 3号議案：平成 30 年度 役員選出 
第 4号議案：平成 30 年度 事業計画案 
第 5号議案：平成 30 年度 予算案 
第 6号議案：緑園連合自治会会則の改定案 

 

受賞された功労者 成田会長の挨拶 議長･書記の大嶋氏･坂口氏 井上副会長の終了宣言 

行事名 区分 会 場
08月04日 (土) 緑園夏祭り大会 緑園東小学校
09月17日 (祝) 緑園敬老祝賀会 緑園地域交流Ｃ
10月07日 (日) 緑園連合運動会 緑園東小学校
10月28日 (日) 緑園社会福祉ふれあい祭り 緑園西小学校
12月09日 (日) 緑園一斉清掃 緑園地区全域
12月18日 (火) 年末防犯一斉パトロール 緑園地区全域
01月12日 (土) 緑園地区新年祝賀会 緑園地域交流Ｃ

実施日

額田区長 会場の様子 

畑  浩太
田谷善宏
貝沼貞夫
遠藤留美子
加藤統久
宮地昌之
富田裕之
山口俊一
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6 月 10 日(日)、中川･新橋･緑園 3 連合の民生･児童委員協議会主催の合同研修会が緑園地域交流セ

ンターにて盛大に開催されました。この会は、３連合持ち回りで年に 1 回の頻度で開催されており、

今年は緑園が当番で中川･新橋の皆さんをお招きして開催されたものです。 

はじめに、牛見とも子緑園民生・児童委員協議会会長が挨拶され、昨年 100 周年を迎えた日本にお

ける活動の重みを理解しつつ、2025 年に向けて取り組む決意が示されました。講演は、泉区民児協

会長石井マサ子氏が「私の民生･児童委員活動について」と題して話されました。ご自身の長い体験に

基づいたわかりやすいお話しに出席者一同耳を傾けていました。第 2 部の交流会では、緑園地区の民

生･児童委員の皆さんによるおどり「河内男節」が披露され、大いに盛り上がっていました。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5 月 27 日(日)、一丁目主催の恒例のバス旅行が行われました。好天

にも恵まれ、72 人の参加で楽しい１日を過ごすことができました。今

大人気の横須賀軍港クルーズでは、世界最大級の原子力航空母艦ドナル

ド・レーガンや、海上自衛隊の日本最大護衛艦いずもやイージス艦、フ

リゲート艦、潜水艦、機雷の掃海艇など、海上から間近に見る軍艦はと

ても迫力がありました。小学生以下の子供が大勢(20 人)参加で、昼食

後は小さい魚やカニなどを捕っていました。油壺マリンパークでは、イ

ルカやアシカのショウやコズメカワウソの可愛い姿を見学しました。 

 

 

5 月 20 日(日)、二丁目自治会主催公園清掃、蚊の駆除作戦、防火防

災訓練が緑園東田谷公園にて実施されました。蚊の駆除作戦は蚊が発生

し始める 4 月から 9 月まで、月１回の頻度で行っています。最近、清

掃活動への子供の参加が増えて盛り上がってきています。 

 

 

6 月 2 日(土)、五丁目ふれあい祭りがさわやかな好天のもと開催され

ました。当日は早くから役員･班長の皆さんが準備に取り組みました。

今年もやきそば･飲み物･フランクフルト･産地直送野菜販売･輪投げ･ビ

ンゴゲームなどが用意されました。田村会長より開会の挨拶があり、小

野寺文化部長のスタート合図で始まりました。会場ではあちこちで友達

同士、家族、元気な高齢者や子供達の和やかなふれあいがあり、夕どき

の楽しいひとときを過ごしました。 

 

 

7 月 1 日(日)、７丁目自治会主催のお祭りが緑の木々に囲まれた 7 丁

目公園にて開催されました。当日は早朝から晴れ渡り、午後２時の開会

時には既に恒例の焼き鳥部隊は火を囲んで調理の真っ最中で、テントの

下に設営された本部では、おむすび･焼き鳥･かき氷･ビール･ソフトドリ

ンクなどが振舞われていました。隣のスペースにはボーリングゲームが

用意され、子ども達が楽しそうに挑戦していました。 

 
 

 
 
 
緑園地区活性化委員会子ども見守りプロジェクト部会(小島博部会長)の活動は平成 26 年(2014 年)

にスタートし、今年度 5 年目を迎えています。春季の花苗贈呈式を終え、現在、ご協力いただいてい

る家々で育てられ、子どもたちを見守っていただいています。ここで、今年度の取り組み経過について

ご紹介させていただきます。 

【花苗剪定と肥料散布授業】4 月 27 日(金)、緑園西小学校及び同東小学校

の 3 学年の各々の授業で、日々草･ベコニア･ポーチュラカの苗の手入れと

肥料の散布を行いました。剪定は、日々草のみハサミを用いて一番下の花芽

を残し、上部の茎を切り取りました。各ポットには自分の名前を記入した札

が立てられました。このようにして両校で計 220 ポット完成し、以降、児

童らにより育てられました。 

【花苗贈呈式】5 月 30 日(水)、児童らによって育てられた花苗を地域の協

力者に贈る贈呈式が両校にて行われました。3 種類の花苗ポットに肥料を散

布してビニール袋に入れ、児童からのメッセージを添えて、児童代表から地

区の代表に贈呈され、多くのサポーターにより家々に配布されました。式に

は、神奈川県警察本部･泉警察署･横浜市建築局･泉区役所職員や保護者の皆

様にご出席いただきました。 

【第 25 回横浜環境活動賞受賞】去る 6 月 14 日(木)、第 25 回横浜環境活

動賞授賞式が横浜市市長公舎にて挙行されました。今回、横浜市建築局より

推薦いただき、子ども見守りプロジェクトが応募した結果市民の部で実践賞を受賞致しました。 

【講演予定】神奈川県警察本部を通じて、神奈川県くらし安全交通課主催の「安全・安心まちづくり交

流集会」にて講演の要請(来年 1 月 29 日予定)がきています。 
 
 
 
 
 
備えあれば憂いなし！平成 30 年も、はや前半を終えたところで、地域防災

拠点防災訓練や自治会による防火防災訓練のもようをご紹介します。 

【緑園西小学校地域防災拠点訓練】2 月 18 日(日)、緑園西小学校体育館及び

校庭を会場として防災拠点訓練が行われました。受付訓練に続き避難場所区割

り訓練が行われ、開会式に移りました。式の後、「JKG-48」による減災体操に

全員でチャレンジ。展示巡回は各自治会に分かれて行いました。無線通信、ペ

ット、ボランティア、校舎内設備などの説明を受けました。体育館の外では炊

き出し訓練も行われ参加者全員にカレーライスが振舞われました。 

【緑園東小学校地域防災拠点訓練】6 月 16 日(土)、緑園東小学校体育館を中

心として防災拠点訓練が行われました。地域住民と学校児童合同による防災訓

練がメインテーマです。小学児童と保護者を含めた避難訓練や無線機送受訓練、

避難所開設訓練、減災体操、簡易担架搬送訓練、三角巾救急訓練、防災クイズ

などが行われました。行政、7 自治会、東小学校、消防署、泉区アマチュア無

線の支援協力で７２２名の参加で無事終了しました。 

【緑園二丁目防火防災訓練】5 月 20 日(日)、緑園二丁目自治会主催防火防災

訓練が東田谷公園にて行われました。訓練は泉消防署緑園消防出張所所長井上

卓治氏はじめ所員諸氏の指導のもと、簡易担架による搬送訓練、AED 訓練、消

火器による初期消火訓練、消火栓による放水訓練などが行われました。子ども

を含む大勢の住民が真剣に訓練にのぞんでいました。 

 

編 集 後 記

【編集委員】伊藤正男、長谷川幹夫、田谷善宏、畑 浩太、飯塚智明

 

  

緑園二丁目

Vol.33 は連合自治会総会を中心に特集しました。次号は 10 月 15 日発行予定です。秋

の行事を中心に特集する予定です。西日本での豪雨災害、全国的な記録的猛暑と地球温暖

化の影響が出ています。皆さま、熱中症などには十分お気をつけください。 

緑園五丁目

牛見会長挨拶 

緑園七丁目

石井会長の講演 会場風景 河内男節おどり 

緑園一丁目

   

  

花苗贈呈式 

手入れをする児童ら 

炊き出し訓練 

三角巾救急訓練 

AED 訓練 


