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☆☆☆☆☆ 新年のご挨拶 ☆☆☆☆☆ 

ＲＣＡ理事長 松浦宏司 

RCA 会員の皆様におかれましては、ご家族おそろいで良き新年をお迎えの

こととお慶び申し上げます。 

早いもので、いずみ野線のコア・シティーとして開発された緑園都市も２

０年の歴史を刻むことになりました。この間、多くの方が移り住んでこられ、

現在では 5500 世帯、15000 人の皆様がお住みになる、緑豊かな・成熟した

街になりました。 

 ☆☆☆ ＲＣＡ20 年の歩みから ☆☆☆ 

住民の皆様の会費で支えられているＲＣＡも２０年の歩みの中で、地域住

民の皆様と共に活動することで、「花の頒布会」、「四季の径」の整備・清掃、

「駅前の花壇づくり」或いは異国文化交流の「トークサロン」等が定着した

活動になりました。他方、まちづくり活動の成果として「美しいまちなみ賞」「緑の都市賞」を受ける

など、緑園地域の社会的・経済的地位の向上が図られてきたと感じております。 

 特に、昨年は緑園連合自治会・自転車等放置防止推進協議会・緑園都市駅前交番コミュニティサーク

ル及び緑園防犯指導員のご協力により、夏からスタートしました「青色回転灯を搭載したパトロール車」

による防犯パトロールは、皆様の一番関心のある防犯の取り組みの中で進めている「安全と安心なまち

づくり」の一端を担った活動になっています。また、緑園地区で気になる情報を毎月ニュースにした「緑

園コミュニティニュース」を駅のラックに提供するなど、住民に密着した活動と情報提供サービスなど

には積極的にサポートしてまいりました。 

☆☆☆ 今後のＲＣＡが目指す方向 ☆☆☆ 

ところで、今年の「丁亥」は、暦では「今までの体制や方針が一旦終わり、政治的・社会情勢的に大

きく変わる年」とのことです。このように大きな変化が予測される中で、「緑園都市２０周年記念事業」

が企画されています。記念事業のいくつかあるコンセプトの中に「これからの緑園のあるべき姿」が提

言されています。そのポイントは、緑園の将来像を描くものです。 

RCA としても「これからの RCA の姿」を描きたいと思います。 近、世の中の乱れ・無気力さの要因

の一つに「希望が持てなくなった社会」に起因しているとメディアなどで伝えていました。確かに、我々

の RCA 活動も同じ活動内容が続けば感激・期待が薄れて行きます。そこには活力は生まれてこないと感

じることがあります。このような事態にならないよう、今までの定着した活動をおろそかにすることな

く、住民の皆様が希望を抱いていただき、自主的に参加して頂ける企画を立案し、新たな変化が始まる

活動の年になるよう猪突猛進、目標に向かって駆け抜けたいと思います。 後になりますが、 

今年も RCA 会員皆様のご多幸をご祈願し、理事一同を代表いたしまして新年のご挨拶とさせていただ

きます。 
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「緑園のまちづくりについて学びたい」という全国からの見学者

が、緑園都市コミュニティ協会（ＲＣＡ）に相次いでいます。見

学者数は、この 1年間で百数十人に上りました。ＲＣＡが行って

きた「まちづくりガイドライン」など、「"美しいまちづくり"の

実践」が、各地の自治体、専門家など多くの人達から、今、注目

されています（「緑園コミュニティニュース」既報）。 

●「緑の都市賞・国土交通大臣賞」を受けて… 

ＲＣＡは昨年 10 月、「緑の都市賞・国土交通大臣賞」を受賞。全

国からの訪問は特にその後から相次ぎました、昨年 11月以降、岡山県、静岡県富士市など。この 10月

にも埼玉県所沢市、静岡県都市計画協会など、訪問者はこの 1年で、百数十人に上っています。 

「なぜこんな『美しいまち』に保てるのですか？」…訪れた人たちは、「四季の径」の花や木々、美し

い街並み、戸建て住宅の花などに感心してくれます。多くのかたから

受けるのがこの質問です。 

●「まちづくりガイドライン」への注目…開発された頃は綺麗でも、

何年か経って美しさが壊れていく街がありますが、緑園は開発後もう

20 年。「このまちの美しさを保つ」仕組みとして RCA からの説明で注

目されるのが緑園独自の「まちづくりガイドライン」の役割です。 

●「まちづくりガイドライン」とその実践… 

この「まちづくりガイドライン」は、緑園のまちを美しく保つために、緑園の住民や緑園で建物を建

築・利用する人たちが尊重する「共有のまちづくりコンセプト」として RCA が 1996 年に作ったもので、

「①美しい街並み、②緑、③隣近所や町全体の環境への配慮」に関する「ガイドライン」を明示。市役

所ではこの「ガイドライン」を広く関連事業者に配布して建主が緑園地区内の建築確認申請などに来た

際、RCA を訪問してガイドラインの説明を受けるよう導いているのです。このため建築事業者の人たち

が建築前に RCA に来訪しその後この「ガイドライン」に沿って計画が手直しされる場合もありました。

この「ガイドライン」が果たす「美しいまちづくり」への大きな役割に皆さん注目してくれます。 

●「相鉄グループの貢献」「コミュニティ活動」へも注目… 

緑園には駅周辺にもパチンコ店、アダルトショップなどがありません。これは緑園の開発者でその後

も駅周辺の商業ビル管理を行う相鉄グループが、緑園に相応しくないビジネスには店舗を貸さない方針

を採って貢献してきた役割が大きいことを説明しています。 

来訪者の注目は、「美しいまちを創るコミュニティ活動」にもあります。「美しいまちの景観づくり」に

貢献するＲＣＡ主催の「花の頒布会」、緑園の顔「四季の径」で花づくりを進める「フラワーフレンド

活動」などへの支援に RCA が果たす重要な役割を来訪者の皆さんに説明しています。 
★「全国からの注目」に応えるために…全国からの注目に応える「美しいまちづくり」発展は、ＲＣＡ会員

の皆さんの活躍にかかっています。 

平成１９年（2007 年）1 月 1 日  緑園都市コミュニティ協会 

～各地から来訪者相次ぎ、１年間で百数十人に～ 
RCA の“美しいまちづくり”に全国が注目 
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☆☆☆☆☆ 緑園 20 周年記念事業 ☆☆☆☆☆ 

緑園連合自治会：山崎 稔、 Ｒ  Ｃ  Ａ：上島義博 
 緑園誕生から２０周年を迎えます。20 周年記念事業は 10 周年記念事業と同様に連合自治会とＲＣＡ

の共同事業であるとともに、行政委嘱諸活動団体及び各緑園諸活動組織・サークルはもとより各世代の

住民の方々が参加する行事を 20 周年記念事業として提案しようとしています。現時点は、緑園 20周年

記念事業検討委員会の組織段階で、各自治会からは既に検討委員の推挙を頂いています。 

また、行政委嘱諸活動団体の青少年指導員・保健活動推進員をはじめ緑園地区社会福祉協議会などの諸

団体からも委員の推挙を頂いています。この推挙を受けた委員の皆さんで事業のコンセプトの確認 

具体的事業内容の検討・実施方法などを検討していく予定です。 

 次に、20 周年記念事業のコンセプトの一例であります 

①緑園地区に現存する全ての団体および住民に参加を願う。 ②過去：20年の現存する記録を集め、緑 

園の歴史を次世代に継承する。 ③現在：緑園の諸問題に対して住民および諸団体全体の考えを集める 

④将来：緑園地区のあるべき姿について提言を集める。 

などを委員皆さんから提案いただき検討していきながら、具体的事業の企画実施を進めたいと考えてい

ます。特に、20 周年記念事業を契機として、住民および諸団体全体で、緑園の抱えている諸問題にまち

が一丸となって対処するように、全員参加の活動を継続させることが 20 周年記念事業の成果と考えて

います。委員の推挙を未だ為されていない諸活動団体・サークルに今一度ご参加をお願いします。 

 なお、新年明けてから委員会開催を予定していますので、委員になられた方は、ご出席程願います。 

☆☆☆☆☆ ラドバーンからの訪問者 ☆☆☆☆☆ 

 去る、11 月 17 日緑園の姉妹住宅地提携先であるラドバーン協会（Radburn  Association：アメリ

カ・ニュージャージー州）から Mrs.Debbie さんが緑園に来訪されました。彼女は、ニューヨークのブ

ルックリンにある Mary McDowell Center for Learning の校長で、ご主人はラドバーン協会の理事の要

職にあり、活躍しています。当日は、見瀬理事宅にホームスティされました。来日は、初めてにも拘ら

ずびいきで、飲み物は、コーヒーではなく日本茶を好み着物を着、

畳の部屋で布団に寝るなど日本文化を体験していただきました。翌

18 日には、朝の大池公園を散策、昼食はサンモール商店街の「和太

鼓」で和食を味わい、住宅街は勿論のこと、緑園東小学校、遊歩道(四

季の径）、駅前ショッピングセンター、スポーツ施設、フェリス女

学院大学など街探訪をされました。また、RCA 事務局に立寄られ資料閲覧や歓談の中でラドバーンと緑

園との提携についての理解を深められると共に、緑園が景観に優れた街であるとの感想を述べておられ

ました。夕方には、RCA の理事会に表敬訪問され、松浦理事長から記念のお雛様セット（ミニ）プレゼ

ント授与の後、記念に写真撮影を致しました。 

 

 

 

 

 

平成１９年（2007 年）１月１日  緑園都市コミュニティ協会 

相談窓口の開催（新企画） 

税務申告の時期を向かえＲＣＡでは、下記のとおり税務相談会を企画致しました。 

◇日時：第一回目： １月２１日（日）、 第ニ回目： ２月１１日（日） 

◇時間：１１：００～１６：００    ◇内容：相続、住み替え、申告など税務全般 

◇場所：西の街コミュニテイセンター  ◇費用：無料（内容により実費が発生する場合があります） 

◇相談担当：税理士が対応致します（相鉄不動産販売協力）        ※相談内容は秘守 
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      ☆☆☆☆☆ 年末一斉清掃ご協力に感謝 ☆☆☆☆☆ 

 

何かとあわただしい年末の１２月１７日（日）午前 8時 10分より 

恒例となっています緑園連合自治会、緑園都市コミュニティ協会（RCA） 

主催の年末一斉掃除が行われました。清掃区域は「四季の径」遊歩道を 

はじめ、緑園都市駅周辺、フェリス通りや中学、高校への通学路を含め 

た広い範囲で行われました。 

前日の雨で濡れている場所も見られる中、午前中は、曇り空で肌寒い 

天気にもかかわらず住民の皆様はもとより、フェリス女学院大学、岡津 

高校の学生・生徒・教職員の皆様や RCA 公認サークルの皆さんにも多数 

 （遊歩道の清掃風景）    参加して頂き総勢５００名を超える一大イ 

ベントとなりました。その結果、歩道に落ちている落ち葉、缶、ビニール 

袋、雑誌など集められた数は、約４００袋となりました。 

終了後参加者には、六丁目須郷台公園におきましてお汁粉を味わいなが 

ら暖をとり歓談していただき、住民どうしの交流も兼ねた楽しい一時とな 

りました。今回、参加していただきました皆様にこの紙面をお借りし、厚 

く御礼申し上げます。          （右写真は、駅前どおりの清掃風景） 

☆☆☆☆☆ イベント案内 ☆☆☆☆☆ 

 

◆トークサロンのご案内（国際交流委員会） 
国際交流委員会では、来日している外国人や留学生の皆様と触れ合い交流する機会の一つとして 

「トークサロン」を定期的に開催しています。民間レベルでの交流促進策として世界に友好の輪を    

広げましょう。まず平成 19 年度１～２月（毎月第４土曜日開催予定）は、下記のとおり開催します。 
◇日 時：１月 27日（土）午 1時 30 分 緑園クラブハウス 

・テーマ：「大自然の豊かなラテンの国アルゼンチン」 

・講 師：吉田ミリアン・カリナ（県技術研修センター研修生：アルゼンチン） 

厚木基地からのゴスペルグループ 本場アメリカ南部の伝統的なゴスペルを歌います。 

    ＲＭＧ 緑園で活躍しているアマチュアママさんゴスペルグループです。 

☆お問合せ：ＲＭＧ 東海林 TEL／FAX ８１３－６２５２ 

◇日 時：２月 24日（土）午 1時 30分 緑園クラブハウス 

・テーマ：「大草原の国モンゴル」 

・講 師：ブルネーバートル ウヤンガ （予定） 

     （県技術研修センター研修生：モンゴル） 
◆ゴスペル チャリティ コンサートのご案内 

～アフリカの子どもたちに笑顔を～       

☆日  時：２月２４日（土）泉公会堂  

開場１５：３０ 開演 １６：００  

☆全席自由：３，５００円                 

☆公演の収益金は、西アフリカベナン共和国の井戸建設資金に (後方の井戸は前回の収益金でできたもの） 

回ります。子どもたちに美味しい水をプレゼントするためのコンサートです。 

☆出演者：亀淵友香＆ＶＯＪＡ プロのゴスペル音楽の醍醐味を味わえます。 

◆緑園オープンテニス大会のご案内 

  緑園住民どうしの親睦と健康増進を兼ねたテニス大会（主催：緑園テニスクラブ）を下記のとおり 

開催致します。なお、予約は、単独でお申し込みいただき、組み合わせは抽選で決めます。 

◇日 時：３月２１日(祝) ９：００～１６：００            

◇会 場：フェリス女学院大学コート 

◇参加費：１,０００円(弁当、お茶、ボール、コート代) 

◇種 目：男子ダブルス、女子ダブルス、ミックスダブルス 

◇お問合せ：詳細は、各丁目掲示板をご覧下さい。  小川（８１３－０８９７） 

平成１９年（2007 年）１月１日  緑園都市コミュニティ協会 

 

 

 


