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理事長

見瀬賢悟

RCA 理事長に就任し、今年でようやく２年目を迎えます見瀬でござ
います。
会員の皆様には、日頃より RCA 活動にご理解とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
さて、我が街緑園も、住宅地として誕生以来 29 年間の歴史を刻んで
今日に至っております。その間我々は、様々な課題に直面し、皆様の
お力をお借りしながら、対策を講じてまいりました。少しずつではありますが、その成果が表れてき
ていると自負しております。
例えば、防犯活動の一環として犯罪発生の抑止力となるよう進めてまいりました防犯カメラの設置
につきましては、現在、緑園都市駅の東口と西口への設置が完了し、既に稼働状態に入っております。
後ほど今年度の活動方針でも触れますが、今回の設置で蓄積されましたノウハウを、今後の他の候補
地への展開に活用してまいりたいと考えております。
また、フェリス女学院大学前の交差点において、歩道が狭いことによる歩行者同士の衝突事故の防
止のためには、交差点周りの整備手段を考案し、行政に改善を依頼してその実現に結びつけました。
緑園の街には、この他にも、まだまだ整備の必要な個所があるだろうと考えております。
これらの実績を踏まえまして、我々は今後、快適で安全な住環境の維持・創造をさらに推し進める
ために、従来から推進しております、緑化と環境の問題、青パトによる防犯、地域及び国際交流等の
活動に加え、防犯カメラ設置の加速・推進、さらに巡回バス運行の実現、街の歩道の整備、子育て世
代が暮らしやすい環境の整備といった緑園全体のより良いまちづくりを目指して、活動を推進してま
いりたいと考えております。
また、緑園連合自治会と RCA との関係につきましても、両組織の合同会議において、それぞれがや
るべきことと連携してやるべきことを明確にし、その上で、RCA はまちづくりに係る活動に重点を置
いて今後の活動を推し進めていくことと致しました。
そのためにも我々は、社会の変化に対応すべく知恵と力を結集し、緑園の関係団体そして住民の皆
様のご協力を得て、RCA の活動を推進していかなければなりません。
つきましては、我々の活動への皆様のご支援とご協力を今後ともお願いするとともに、皆様のご参
加を心よりお待ち申し上げております。

～

「第２９回ＲＣＡ総代会のお知らせ」 ～

日

時

平成２８年５月２２日（日）午前１０時～

場

所

４丁目サン・ステージ西の街コミュニテイセンターホール

総

代

平成２８年度各丁目班長さん
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平成２８年（2016 年）５月 1 日

緑園都市コミュニティ協会

ＲＣＡ総代会議案書概要説明
ＲＣＡでは、昨年度の活動と決算報告をし、今年の活動方針（案）並びに予算（案）などにつ
いて総代会を通して、総代の皆様に審議していただきます。その概要は以下のとおりです。
第１号議案

平成２７年度活動報告

１．快適で安全な居住環境の維持・創造に関する事業
[緑化推進活動]
「花と緑があふれる街」を合言葉に下記の活動を推進致しました。
（１）花壇の植替え（年２回）と維持管理（年間）活動への支援
① 遊歩道花壇

② 駅前プランター

③ 集会施設（自治会館・クラ

ブハウ

ス）
④ 駅西口ﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙとその周辺 ⑤サン・ステージ東・西エントランス（街の景観づくりに貢献一部支援）
（２）「花の頒布会の開催」
（年２回：緑園東小学校校庭 ）
① 春の頒布会（５月） ② 秋の頒布会(１１月)
（３）グリーンバンク制度の推進（年間）
各家庭で増やした花や球根或いは不要になった樹木を預かり、春・秋に開催する「花の頒布会」で
必要とされる家庭に無料で配布。
（４）園芸用品の貸出し（通年）
① 園芸道具の貸出し（無料） ②プランターの貸与（無料）在庫限定未貸与の家庭を対象に１個
（５）緑化事業の交流
フェリス大学祭で緑化基金募金（㈶横浜市緑の協会）に協力。

[まちづくり・環境整備活動]
（１）安全・安心・温かいまちのために
①防犯カメラ設置

防犯カメラの設置に向けてプロジェクトチームによる調査・検討の結果、緑園都市駅両出口
県より一部補助金を受け緑園都市駅両出口２階に設置・運用開始する。
②「青色回転灯防犯パトロールカー」(通称:青パト)の充実･推進
・小学生に学援隊として紹介 ・防犯パトロール実施

・防犯研修会を開催

・東小６年生家庭科授業「ふれあいの会」に招待され交流

・青パトの日以外はＲＣＡ独自で巡回

（２）美しいまちのために
①まちの顔（緑園都市駅前・四季の径）を美しく
・年末一斉清掃の実施（連合共催） ・遊歩道の除草
②住民グループの清掃・美化活動への協力・支援
フェリス大通りと駅前広場など清掃する東花会と南・北緑友会を支援。
③「緑園まちづくりガイドライン（紳士協定）」の協力要請
良好な住環境を守るため新築・改築の際、建築主・業者に説明･協力
を要請。
（３）コミュニティとして情報を共有し住民の絆をつよめるために
①保育園との連携
緑園住宅地内の保育園の行事などに参加・交流を行う。
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平成２８年（2016 年）５月 1 日

緑園都市コミュニティ協会

②フェリス女学院大学緑園キャンパスとの協力
・「挨拶と歩行マナーキャンペーン」を側面から支援（4 月・9 月）
・郵便局から交差点間の歩道が狭いため、連合・ＲＣＡ・大学の三者
が連携し歩道整備を泉土木へ要請、一部整備される(2 月)。
③横浜緑園総合高校との連携
・年末一斉清掃に生徒・教員の参加協力を得る（12 月）。

２．会員相互の充実した交流を支援する活動
[国際交流活動]
（１）交流支援活動
①トークサロンの開催(７回開催)・・・・
・「日本の文化」
（4 月）

開始以来 116 回開催。

・
「魅惑のポーランド」
（6 月）

・「美しいベトナムについて」
（9 月）
・「森と湖の国フィンランド」（10 月）
・「カナダの景観と文化」
（11 月）・
「世界一細長い国・チリ共和国」(1 月)
・「知らぜざるイラン・ペルシャ探訪の旅」(3 月)
②フェリス女学院大学祭でミニトークサロンの開催（11 月）
・
「季節による韓国料理・地方による韓国料理」
・「インドネシアにだけある物事」
・「インドネシアにある祭り」
・「あなたが知っている韓国は？」
・「中日の祝日の比較」
③イヤーエンドパーティ開催（12 月）

琴（OG）
・ベリーダンス部協力

（２）交流促進活動
①

花火大会への案内等フェリス留学生との交流

③

フェリス女学院大学留学体験報告会への参加

②

横浜国大留学生との交流

（３）交流活動その他
①活動内容（行事予定・結果報告等）を緑えんネットに掲載

②フェリス大学祭で活動パネル展示紹介

③ラドバーン協会との交流（グリーティングカードの交換、小学校どうしの交流支援）他

[住民対象企画支援]

・住民対象のイベント企画支援（テニス大会・コンサート）

[文化活動] ・マラソン大会の後援（１月）
[広報活動] ・ＲＣＡだより（２回発行）・緑えんネットの運営（ＰＣ教室開催）
・緑園地域の広報活動

・ＲＣＡの活動を紹介するための活動

[周回バス運行]
「緑園バス運行推進協議会」のメンバーとして、周回道路への運行の実現を目指し活動、12 月より
相鉄、２月より神奈中が３カ月間の試験運行を始めた。また、住民への周知と利用促進を図るため、
１月末にバスフォーラムを開催、３月には全戸を対象としたアンケート調査を実施した。
[青少年交流事業」 ＮＰＯ横浜ラービークラブを支援
[子育て支援事業] ピッコロひろばを支援
[その他]・地域との交流 ①地域主体の祝賀会出席（敬老祝賀会、地区新年祝賀会）②地域活動団体支援
（緑園サロン・緑園老人連合会、ふれ愛祭り）
・・・小学校(入学式、運動会、卒業式など)に出席
・会館運営委員会に委員を派遣・施設の運営・維持管理等に努めた。
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平成２８年（2016 年）５月 1 日

緑園都市コミュニティ協会

ＲＣＡ総代会議案書概要説明
ＲＣＡでは、昨年度の活動と決算報告をし、今年の活動方針（案）並びに予算（案）などにつ
いて総代会を通して、総代の皆様に審議していただきます。その概要は以下のとおりです。
第１号議案

平成２７年度活動報告

１．快適で安全な居住環境の維持・創造に関する事業
[緑化推進活動]
「花と緑があふれる街」を合言葉に下記の活動を推進致しました。
（１）花壇の植替え（年２回）と維持管理（年間）活動への支援
① 遊歩道花壇

② 駅前プランター

③ 集会施設（自治会館・クラ

ブハウ

ス）
④ 駅西口ﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙとその周辺 ⑤サン・ステージ東・西エントランス（街の景観づくりに貢献一部支援）
（２）「花の頒布会の開催」
（年２回：緑園東小学校校庭 ）
① 春の頒布会（５月） ② 秋の頒布会(１１月)
（３）グリーンバンク制度の推進（年間）
各家庭で増やした花や球根或いは不要になった樹木を預かり、春・秋に開催する「花の頒布会」で
必要とされる家庭に無料で配布。
（４）園芸用品の貸出し（通年）
① 園芸道具の貸出し（無料） ②プランターの貸与（無料）在庫限定未貸与の家庭を対象に１個
（５）緑化事業の交流
フェリス大学祭で緑化基金募金（㈶横浜市緑の協会）に協力。

[まちづくり・環境整備活動]
（１）安全・安心・温かいまちのために
①防犯カメラ設置

防犯カメラの設置に向けてプロジェクトチームによる調査・検討の結果、緑園都市駅両出口
県より一部補助金を受け緑園都市駅両出口２階に設置・運用開始する。
②「青色回転灯防犯パトロールカー」(通称:青パト)の充実･推進
・小学生に学援隊として紹介 ・防犯パトロール実施

・防犯研修会を開催

・東小６年生家庭科授業「ふれあいの会」に招待され交流

・青パトの日以外はＲＣＡ独自で巡回

（２）美しいまちのために
①まちの顔（緑園都市駅前・四季の径）を美しく
・年末一斉清掃の実施（連合共催） ・遊歩道の除草
②住民グループの清掃・美化活動への協力・支援
フェリス大通りと駅前広場など清掃する東花会と南・北緑友会を支援。
③「緑園まちづくりガイドライン（紳士協定）」の協力要請
良好な住環境を守るため新築・改築の際、建築主・業者に説明･協力
を要請。
（３）コミュニティとして情報を共有し住民の絆をつよめるために
①保育園との連携
緑園住宅地内の保育園の行事などに参加・交流を行う。
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平成２８年（2016 年）５月 1 日

緑園都市コミュニティ協会

②フェリス女学院大学緑園キャンパスとの協力
・「挨拶と歩行マナーキャンペーン」を側面から支援（4 月・9 月）
・郵便局から交差点間の歩道が狭いため、連合・ＲＣＡ・大学の三者
が連携し歩道整備を泉土木へ要請、一部整備される(2 月)。
③横浜緑園総合高校との連携
・年末一斉清掃に生徒・教員の参加協力を得る（12 月）。

２．会員相互の充実した交流を支援する活動
[国際交流活動]
（１）交流支援活動
①トークサロンの開催(７回開催)・・・・
・「日本の文化」
（4 月）

開始以来 116 回開催。

・
「魅惑のポーランド」
（6 月）

・「美しいベトナムについて」
（9 月）
・「森と湖の国フィンランド」（10 月）
・「カナダの景観と文化」
（11 月）・
「世界一細長い国・チリ共和国」(1 月)
・「知らぜざるイラン・ペルシャ探訪の旅」(3 月)
②フェリス女学院大学祭でミニトークサロンの開催（11 月）
・
「季節による韓国料理・地方による韓国料理」
・「インドネシアにだけある物事」
・「インドネシアにある祭り」
・「あなたが知っている韓国は？」
・「中日の祝日の比較」
③イヤーエンドパーティ開催（12 月）

琴（OG）
・ベリーダンス部協力

（２）交流促進活動
①

花火大会への案内等フェリス留学生との交流

③

フェリス女学院大学留学体験報告会への参加

②

横浜国大留学生との交流

（３）交流活動その他
①活動内容（行事予定・結果報告等）を緑えんネットに掲載

②フェリス大学祭で活動パネル展示紹介

③ラドバーン協会との交流（グリーティングカードの交換、小学校どうしの交流支援）他

[住民対象企画支援]

・住民対象のイベント企画支援（テニス大会・コンサート）

[文化活動] ・マラソン大会の後援（１月）
[広報活動] ・ＲＣＡだより（２回発行）・緑えんネットの運営（ＰＣ教室開催）
・緑園地域の広報活動

・ＲＣＡの活動を紹介するための活動

[周回バス運行]
「緑園バス運行推進協議会」のメンバーとして、周回道路への運行の実現を目指し活動、12 月より
相鉄、２月より神奈中が３カ月間の試験運行を始めた。また、住民への周知と利用促進を図るため、
１月末にバスフォーラムを開催、３月には全戸を対象としたアンケート調査を実施した。
[青少年交流事業」 ＮＰＯ横浜ラービークラブを支援
[子育て支援事業] ピッコロひろばを支援
[その他]・地域との交流 ①地域主体の祝賀会出席（敬老祝賀会、地区新年祝賀会）②地域活動団体支援
（緑園サロン・緑園老人連合会、ふれ愛祭り）
・・・小学校(入学式、運動会、卒業式など)に出席
・会館運営委員会に委員を派遣・施設の運営・維持管理等に努めた。
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平成２８年（2016 年）５月 1 日
第３号議案

緑園都市コミュニティ協会

平成２８度活動方針（案）について

新年度は、快適で安全な住環境の維持・創造を継続推進するため、従来から推進しております、緑
化推進、国際交流等の活動に加え、昨年度整備した防犯カメラ設置推進等による防犯活動、さらに巡
回バス、歩道整備といった緑園全体のより良いまちづくりの活動を推進してまいります。
１．緑化（環境）推進事業
（１）多くの住民が利用する緑園都市駅周辺・集会施設などに花を植え街の景観形成に役立たせる。
（２）緑園全体の一斉清掃活動を定期的に実施する。
（３）美しい街並維持のため、各家庭の玄関や庭先に植えることを目的に花頒布会を年 2 回開催する。
（４）園芸用品、ＲＣＡオリジナル・プランター等を無償で貸し出すとともに、その活用促進を図る。
２．防犯活動事業
（１）防犯カメラの第二弾として住宅地内の候補地（例えば自治会館等）への設置を検討し犯罪抑止
に努めるとともに、既存システムへの接続により費用の削減を図る。
（２）緑園都市駅に設置した防犯カメラの維持管理に努める。
（３）青色回転灯装備の車（通称：青パト）で、緑園を定期的に巡回し、防犯活動を協働で推進する。
３．まちづくり事業
（１）緑園周回道路へのバス路線の利用促進による本格運用と路線維持に向け、
「緑園バス運行推進協
議会」の一員としての活動を継続して推進する。
（２）良好な住環境維持のため、
「まちづくりガイドライン」を業者や住民等への働きかける。
（３）子育て世代が暮らしやすい環境整備のために、子育て支援を実施する。
（４）町の魅力を高め、緑園の魅力資源を発掘する活動を関連団体と取り組む。
（５）相鉄及び連合との連携により、より良いまちづくりのための課題の改善や各種活動を推進する
ため、未来に向けたまちづくり推進の中心的取組センターとなります。
４．地域交流事業
（１）緑園内の小学校と地域との交流を、各種イベントを通して推進する。
（２）姉妹住宅地ラドバーンとの交流促進の一環とし、緑園内の小学校との人的交流等の支援を行う。
（３）フェリス女学院大学等の留学生・研修生をはじめとした各国外国人によるトークサロンの開催、
各種交流イベント等の開催により、国際交流活動を推進する。
（４）青少年の健全な育成を目的として、地域青少年との交流と機会の充実を図るため、青少年活動
を行う団体への支援を行う。
（５）地域住民を対象としたパソコン教室を運営する。
５．その他の事業
（１）緑園クラブハウスと緑園自治会館を連合自治会と共同運営する。
（２）連合自治会との合同会議で緑園地区の課題と対応を継続して協議する
（３）
「緑園ネット」による情報提供を行う。
（４）
「RCA だより」を年 2 回編集・発行する。
（５）住民対象の企画イベントへの支援を行う。
（注）第２号議案「平成 27 年度決算報告」および第４号議案「平成 28 年度予算（案）」は、５頁参照
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平成２８年（2016 年）５月１日

緑園都市コミュニティ協会

☆☆ 平成 27 年度決算報告及び平成 28 年度予算（案）☆☆
「第２号議案 決算報告」
項

目

収 前年度(前月）繰越金
正会員会費
特別会員会費
雑収入
入 預金利息
収入合計
緑化推進費
住民対象企画費
支 まちづくり環境整備費
会議費
備消品費
慶弔費
雑費
国際交流費
通信費
分担金支出
広報活動費
修繕積立金支出
事務所家賃
青少年交流事業費
子育て支援事業費
地域交流事業
事務局運営費
イベント開催費
予備費
出
支出合計
次年度繰越金

「第４号議案 予算（案）」

（単位：円）
予
算
決
算
増 減
5,556,182 5,556,182
0
112,344
6,717,696 6,830,040
0
900,000
900,000
291,408
20,000
311,408
237
1,000
1,237
13,194,878 13,598,867
403,989
792,000
649,354 -142,646
-18,400
100,000
81,600
-297,614
3,774,000 3,476,386
-3,568
50,000
46,432
230,000
73,562 -156,438
-19,000
50,000
31,000
-1,180
25,000
23,820
5,465
200,000
205,465
-10,186
120,000
109,814
0
500,000
500,000
-336,061
940,000
603,939
0
2,000,000 2,000,000
0
285,120
285,120
0
100,000
100,000
300,000
200,000 -100,000
0
100,000
100,000
-35,577
1,475,000 1,439,423
-70,000
100,000
30,000
-100,000
100,000
0
11,241,120 9,955,915 -1,285,205
1,953,758 3,642,952 1,689,194

（単位：円）
前年度実績
予算
増 減
収 前年度(前月）繰越金 5,556,182 3,642,952 ########
正会員会費
6,830,040 6,830,880
840
特別会員会費
900,000
900,000
0
雑収入
311,408
20,000 -291,408
入 預金利息
1,237
1,000
-237
収入合計
13,598,867 11,394,832 ########
緑化推進費
692,000
649,354
42,646
住民対象企画費
100,000
81,600
18,400
支 まちづくり環境整備費 3,476,386 2,174,000 ########
会議費
50,000
46,432
3,568
備消品費
73,562
230,000
156,438
慶弔費
31,000
50,000
19,000
雑費
23,820
25,000
1,180
国際交流費
205,465
300,000
94,535
通信費
109,814
121,000
11,186
分担金支出
500,000
500,000
0
広報活動費
603,939
890,000
286,061
修繕積立金支出
2,000,000 2,000,000
0
事務所家賃
285,120
285,120
0
青少年交流事業費
100,000
100,000
0
子育て支援事業費
200,000
300,000
100,000
地域交流事業
100,000
100,000
0
事務局運営費
1,439,423 1,475,000
35,577
イベント開催費
30,000
100,000
70,000
出 予備費
0
100,000
100,000
支出合計
9,955,915 9,592,120 -363,795
次年度繰越金
3,642,952 1,802,712 -1,840,240
項

目

※決算で大きな繰越金が出た主要因は、防犯カメラ設置費用の一部が補助を受けたことによるものです。
※まちづくり環境整備費は遊歩道の除草委託費、一斉清掃費、駅前広場・駅前通りなどの清掃活動協力
金に充てています。
※分担金支出は、クラブハウス・自治会館運営費（維持管理費）に、修繕建替え積立金支出は、クラブ
ハウス・自治会館運営委員会に支出致しました。
※事務局運営費の中には、防犯パトロール協議会より車両リース料の半額とガソリン代の一部を負担し
ていただいた費用が戻入されています。
「災害対策費積立金」は、地震などの災害時

【平成２７年度ＲＣＡ災害対策費積立金報告書】
項
目
前年度積立金
収 積立金
入 預金利息
収入合計
支 支出
出
支出合計
次年度積立金

前年実績
10,105,338
0
2,017
10,107,355
0
0
10,107,355

決 算
10,107,355
0
2,058
10,109,413
0
0
10,109,413

増

減
2,017
0
41
2,058
0
0
2,058

に備えて、街全体の視点に立った防災対策
（給水対策など）を実施するために、平成９
年から平成１３年度まで特別会員が負担し
ていた特別会費の積み立てです。
現在は、毎年の積立は行っていません。
予算の執行に当たっては、使途を明確にし、
総代会の承認を得た上で実施して行きます。

5

平成２８年（2016 年）５月１日

第５議案

緑園都市コミュニティ協会

役員の一部選任（案）について

ＲＣＡ役員の一部選任について下記のとおり選任致したい。
理事候補
【４丁目東】

現）鈴木 清文 → 新）磯貝久美子

【４ 丁 目 西 】

現）田嶋 京子 → 新）鈴木かずみ

【特命理事】

新）鈴木 清文

☆☆☆☆

街の情報

☆☆☆☆

【防犯カメラ運用開始】
懸案であった防犯カメラが、昨年１２月２５日第一弾となる緑園都市駅東口と西口２階に２台づつ計
４台の防犯カメラの取り付けが完了し、運用を開始致しました。
撮影した映像は、オンラインでＲＣＡ事務局に設置するﾚｺｰﾀﾞｰに記録されています。
緑園住宅地では、今年１月の２件の犯罪事件に関して、泉警察署から画像の提供要請を受け、ＲＣＡ
は、規約に基づき捜査協力を致しました。
防犯カメラは、青パト、各丁目自治会防犯パトロールと合わせて犯罪抑止力となります。ＲＣＡでは、
住宅地内の犯罪のない安全なまちの実現に向けて、今後もカメラの設置を検討して行きます。

【防犯パトロール隊員募集】
「緑園地区防犯パトロール協議会」は、犯罪のない緑園住宅地を目指し、青色回転灯
搭載の防犯パトロールカー（通称「青パト」
）による巡回を行なっています。
特に子供たちの下校時間や侵入犯の多い薄暮の時間帯を重点的にボランティアの隊員
がシフトを組んで見回っています。
なお、協議会では、隊員の負担軽減のため、引き続き隊員募集を行っています。
応募いただいた方には、体験乗車と資格取得のための講習会を受講後、現隊員とシフトを組んで巡回
していただくことになります。街の安全のため一人でも多くの方にご参加・ご協力をお願い致します。
お待ちしています！
お問い合わせ先：８１２－８３０７（ＲＣＡ事務局内、防犯パトロール協議会）
「パトロールカーに拡声器搭載」
緑園連合自治会・ＲＣＡ・緑園地区防犯パトロール協議会の三者は、
神奈川県の安全・安心まちづくり団体事業補助金の補助金制度を利用し
て「拡声器」を購入し、青パト車両に搭載しました。
今後、購入した拡声器は、住民の安全確保のために防犯活動を始め、
災害時の住民への案内放送や情報伝達に有効に活用して行きます。
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【国際交流アルバム製作】
国際交流委員会では、平成２７年度で 116 回開催してきた RCA トー
クサロンの貴重な記録を保存するため、この度、アルバムの制作と
ＤＶＤ化を致しました。
これを契機として、今後、ＲＣＡに関する文献についてもアルバ
ムとして残して行く予定です。
なお、アルバムは、ＲＣＡ事務局で常時公開（月・水・金曜日）
しています。
また、ＤＶＤの貸し出しも行っています。どうぞご利用下さい。

～

トークサロンの開催予定

～

世界各国の歴史・文化・教育などの紹介を通じ、住民との交流を図るトークサロンを新年度は、これ
まで取り上げていない国をできるだけ多く皆様に紹介するように努めて参ります。
参加は、無料でお一人でも予約なしで気軽に参加できます。今後の予定は、各丁目掲示板・緑えんネ
ット（ＲＣＡ国際交流委員会のページ）を通じご案内致します。会場は、毎回、緑園クラブハウスで開
催しています。皆様のお越しをお待ちしています。
※下記の内容には、変更になる場合がございます。確認の上ご参加下さい。
【５月】
◇日 時：５月２８日（土）１３：３０ 緑園クラブハウス
◇テーマ：
「エジプト」はどんな国
◇スピーカー：マリアム・アハマド・イスマイル（横浜国大）
【６月】
◇日 時：６月２５日（土）１３；３０ パレスチナ
◇スピーカー：モハメド・ジャコブ（横浜国大）
【７月】
◇日 時：７月２３日（土）１３：３０ ベルギー
◇スピーカー: Kyra Baert

(横浜国立大学)・・・交渉中

【ペットの散歩マナーについて】
ペットの散歩時の糞の処理がされず、そのまま住宅地内の歩道・植栽帯・戸建の家の周りやマンシ
ョンの敷地に放置されたままになっていることが多く見受けられます。
勿論、エチケット袋に回収する方もおられますが、このままですと飼い主全体のマナーが問われか
ねません。
犬の散歩（運動）をする際は、必ずエチケット袋を持参の上、面倒くさがらずそ
の場で処理するように心がけて下さい。貴方の姿を誰かが見ていますよ！
住宅地内の美化にご協力下さい。
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平成２８年（2016 年）５月１日

緑園都市コミュニティ協会

☆☆☆☆☆☆ イベントのご案内

☆☆☆☆☆☆

【 パソコン教室開催のお知らせ 】
ＲＣＡ広報委員会では，緑園ＰＣクラブの協力のもと，
今年度前半のパソコン教室を次のとおり開催致します。
パソコン教室では，ＰＣクラブのインストラクターが丁寧に
説明します。お気軽にご参加下さい。
◆ 開催日時と内容
① 6 月 12 日（日）午後２時～５時： デジカメの基礎知識
デジカメの基礎知識（画素数／一眼レフ／保存方法等）, 写真撮影の基礎知識（写真撮影のコツ）,
スライドショーを作ってみよう！
② 6 月 26 日（日）午後２時～５時： インターネットと検索
インターネットの基礎知識，ブラウザの簡単な使い方（主に Internet Explorer）
，Google など
を用いた検索，新しいブラウザ Edge の特長などの説明。
③ 7 月 10 日（日）午後２時～５時： パソコン無料相談会（注）投票日と重なり調整中
パソコンに関連した使い方や様々な疑問／質問にお答えします。
◆ 開催場所： 自治会館 ２階
◆ 受 講 料： 各回 500 円（教材費を含む）
。 ただし，パソコン無料相談会は無料。
◆ 定

員： 各コース 20 名

◆ 参加の申込み受付：
6 月 4 日（土）午後２時～４時３０分 連合自治会館 ２階で受付。先着順となります。
◆ 連絡先メールアドレス： ryo-i@ryokuen.gr.jp

【花の頒布会開催のお知らせ】（緑化推進委員会）

※

緑園住民限定

“私達の街を緑と花のあふれる美しい街にしましょう”を合言葉に恒例の「春の花の頒布会」を開催致
します。 頒布会会場に用意される花苗は、皆様のお好きな種類や色の数をご自分の目で確かめて選ん
で購入することができます。一方、各ご家庭で増やしたり必要でなくなった花や樹木の苗を必要なご家
庭に提供（無料）する「緑のリサイクル制度」の場を設けますのでご活用下さい。
お気軽にお出掛け下さい。皆様のお越しをお待ちしています！
◇日 時：５月２８日（土）雨天決行 午前８時３０分～１０時３０分
◇会 場：緑園東小学校校庭
◇価 格：１株 70 円（一世帯 20 株まで）20 株を超える分は 100 円となります。
◇その他：頒布の花の他、別売りコナー（会計別）では、価格別の花等も販売しています。
✯花の頒布券（下）を切り取り、氏名住所・株数をご記入の上ご持参下さい。
✯会場整理のため、入場制限を行いますので予めご承知下さい。また、車でのご来場はご遠慮下さい。
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◇日 時：５月２８日（土）１３：３０ 緑園クラブハウス
◇テーマ：
「エジプト」はどんな国
◇スピーカー：マリアム・アハマド・イスマイル（横浜国大）
【６月】
◇日 時：６月２５日（土）１３；３０ パレスチナ
◇スピーカー：モハメド・ジャコブ（横浜国大）
【７月】
◇日 時：７月２３日（土）１３：３０ ベルギー
◇スピーカー: Kyra Baert

(横浜国立大学)・・・交渉中

【ペットの散歩マナーについて】
ペットの散歩時の糞の処理がされず、そのまま住宅地内の歩道・植栽帯・戸建の家の周りやマンシ
ョンの敷地に放置されたままになっていることが多く見受けられます。
勿論、エチケット袋に回収する方もおられますが、このままですと飼い主全体のマナーが問われか
ねません。
犬の散歩（運動）をする際は、必ずエチケット袋を持参の上、面倒くさがらずそ
の場で処理するように心がけて下さい。貴方の姿を誰かが見ていますよ！
住宅地内の美化にご協力下さい。
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☆☆☆☆☆☆ イベントのご案内

☆☆☆☆☆☆

【 パソコン教室開催のお知らせ 】
ＲＣＡ広報委員会では，緑園ＰＣクラブの協力のもと，
今年度前半のパソコン教室を次のとおり開催致します。
パソコン教室では，ＰＣクラブのインストラクターが丁寧に
説明します。お気軽にご参加下さい。
◆ 開催日時と内容
① 6 月 12 日（日）午後２時～５時： デジカメの基礎知識
デジカメの基礎知識（画素数／一眼レフ／保存方法等）, 写真撮影の基礎知識（写真撮影のコツ）,
スライドショーを作ってみよう！
② 6 月 26 日（日）午後２時～５時： インターネットと検索
インターネットの基礎知識，ブラウザの簡単な使い方（主に Internet Explorer）
，Google など
を用いた検索，新しいブラウザ Edge の特長などの説明。
③ 7 月 10 日（日）午後２時～５時： パソコン無料相談会（注）投票日と重なり調整中
パソコンに関連した使い方や様々な疑問／質問にお答えします。
◆ 開催場所： 自治会館 ２階
◆ 受 講 料： 各回 500 円（教材費を含む）
。 ただし，パソコン無料相談会は無料。
◆ 定

員： 各コース 20 名

◆ 参加の申込み受付：
6 月 4 日（土）午後２時～４時３０分 連合自治会館 ２階で受付。先着順となります。
◆ 連絡先メールアドレス： ryo-i@ryokuen.gr.jp

【花の頒布会開催のお知らせ】（緑化推進委員会）

※

緑園住民限定

“私達の街を緑と花のあふれる美しい街にしましょう”を合言葉に恒例の「春の花の頒布会」を開催致
します。 頒布会会場に用意される花苗は、皆様のお好きな種類や色の数をご自分の目で確かめて選ん
で購入することができます。一方、各ご家庭で増やしたり必要でなくなった花や樹木の苗を必要なご家
庭に提供（無料）する「緑のリサイクル制度」の場を設けますのでご活用下さい。
お気軽にお出掛け下さい。皆様のお越しをお待ちしています！
◇日 時：５月２８日（土）雨天決行 午前８時３０分～１０時３０分
◇会 場：緑園東小学校校庭
◇価 格：１株 70 円（一世帯 20 株まで）20 株を超える分は 100 円となります。
◇その他：頒布の花の他、別売りコナー（会計別）では、価格別の花等も販売しています。
✯花の頒布券（下）を切り取り、氏名住所・株数をご記入の上ご持参下さい。
✯会場整理のため、入場制限を行いますので予めご承知下さい。また、車でのご来場はご遠慮下さい。
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