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☆☆☆☆ 第 20 回総代会のご報告 ☆☆☆☆
去る、5 月 2０日(日)10 時、４丁目西サン・ステージ西の街ホールにお
いて総代となる今年度各丁目班長さんの参加の基、第 20 回緑園都市コミ
ュニティ協会定時総代会が開催されました。
議事進行に際しては、プロジェクターを利用して議案や実際の活動状況
を写した写真を舞台の画面に映し出し、出席者に映像を見ていただき分
かり易いように説明を行ないました。
第 1 号議案の平成１8 年度活動報告から始まり同決算及び監査報告、平成 19 年度活動方針、同予算、
会則改定、
第 6 号議案の役員選任についてまで全ての議案が原案通り可決されたことをご報告致します。
なお、御出席いただいた総代の皆様との間で次のような質疑応答がありました。要約してご紹介致
します。なお、総代会に関連した決算書類や議事録は事務局にて公開しています。
《決算報告について》
Ｑ．人件費 120 万円の内容について知りたい。
Ａ．運営する事務員費である。
《平成 19 年度活動方針（案）について》
Ｑ．
「コミュニテイニュース」という立派な紙面を緑園都市駅のラックのみの配布ではもったいない。
多くの家庭に配布して欲しい。
Ａ．駅の他に地域交流センターにも置いていただくようにした。
Ｑ．自分は南万騎が原駅を利用しており、緑園都市駅のみでは手に入らない、回覧することを是非お
願いしたい。
Ａ．良い要望なので 連合自治会にも申し入れて回覧できるように努力したい。
〈注〉緑園コミュニティ５月号「四季の径 新緑散策マップ」より回覧を実施致しました。
《一般質問》
Ｑ．RCA だより５月号イベントのご案内の中で「花の頒布券」を切り取ると裏面の記事までが切り取
られてしまうのでこの点を考慮して欲しい？
Ａ．今後配慮します。
Ｑ．文化活動について以前は活発だったが今回見ると予算もなく一
行で終わっているのは寂しい。
20 周年事業に際し、活発化し歴史を作って欲しい。
Ａ． 文化活動が停滞しているので反省し、20 年を機に活発化した
い。
《議案書一部訂正》
役員の選任

【四丁目西】

（誤）高橋孝二 →

（正）山崎ひかる

なお、総代会終了後、平成 19 年度第一回 RCA 理事会が開催され理事長に松浦宏司氏、副理事長に上
島義博・志村近史氏等が選出され、また理事の役割分担として６つある委員会の担当が決まりました。
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ＲＣＡ、市の「まちづくり団体」に登録 ☆☆☆☆

緑園都市コミュニティ協会（RCA）は今月、横浜市の「地域まちづくり推進条例」に基づいた「地域
まちづくりグループ」の登録申請を行ない、受理されました。
この登録によって、私たち緑園住民によるまちづくり活動が、正式に「地域のまちづくり活動」として
広く認められたことになります。RCA では、これを機会にさらに「よりよいまちづくり」を目指します。

まちづくり団体の申請…
RCA は、▲青色防犯パトロールの推進など「地域の安全・安心」
のための実践的活動、▲花の頒布会、四季の径の美化など、地域
内の緑化と花の育成活動、▲外国から来られた方々を招いたトー
クサロンに代表される国際交流活動など多岐にわたる「まちづく
り活動」を推進しており、2005 年には、これらの活動が認められ
て、「緑の都市賞 国土交通大臣賞」を受賞しました。
こうした中で、RCA は今月 8 日、横浜市に「地域まちづくりグループ」としての申請をおこなって受
理され、登録されました。この登録は、横浜市が「地域まちづくり推進条例」によって、地域の課題の
解決や魅力ある地域づくりの活動を行う団体を登録する、という規定に基づいたものです。この登録で、
RCA は緑園まちづくりの「中心的担い手」としての役割と責任を内外に示したこととなります。

まちづくりの拠点としての RCA への期待
RCA では、「美しい緑園のまち」を守り創る活動を行っています。
そのためにつくられた独自の「まちづくりガイドライン」があり
ますが、これについて、緑園に家を建てようと計画している建築主
や建築業者に説明して理解を求めています。
近年では RCA 事務局には「緑園の美しいまちづくりについて知り
たい」という全国からの見学・視察も相次いでいて、今回の登録を
機に「緑園のまちづくり」には一層の期待が高まることとなると言
えましょう。

「まちづくり推進」のために
「緑園コミュニティニュース」では、3 月に「溢れる大きな看板・派手なサイン・宣伝の旗〜『緑園
らしい景観・個性』が失われていく〜」と「景観問題」を取り上げ、これについては RCA 事務局に「私
も気になっている」などの反応が寄せられました。
また、5 月に緑園の美しい緑を特集した「RCA 作成 四季の径 新緑散策マップ」は、
「大変参考になった。他の街路樹についてもお願いします」とのお便りを頂きました。
RCA では、こうした反響を受け止め、緑園の美しい景観を守りさらに素晴らしいものとしていくために、
今後は横浜市の「地域まちづくり組織」としての認定、「地域まちづくりプラン」の推進も視野に入れ
ながら、活動の充実を目指して参ります。
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☆☆☆☆ 歩道に駐車の自転車・バイクは迷惑！☆☆☆☆
緑園都市駅東口からフェリス交差点にかけて歩道上に視覚障害者の安全のため、点字ブロックが設置
されました。注意看板も立てられているにもかかわらず相変わらず自転
車・バイクが止められており、障害者の通行に支障をきたす恐れがある
ため、放置自転車協議会では、集中的にチェックを行なった結果、長時
間の駐輪は、減少致しました。高齢者や障害者にやさしい街にするため、
引き続き皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

☆☆☆☆ ２０周年記念事業の途中経過報告
緑園連合自治会：反町

☆☆☆☆

一郎、ＲＣＡ：上島 義博

６月３日の連合自治会総会を経て、緑園２０周年事業実行委員会の活動も本格化しました。
これまでに、実行委員会全体会議４回、企画委員会２回および事務局会議を随時開催しました。
この結果、下記の項目が決りました。
① コンセプトの確認
② 予算的な裏付け（連合１５０万円＆ＲＣＡ１５０万円）が確認された。
③ 事業検討委員会の組織と各委員の選出が決定した。
④ 実行委員会は企画委員会を主幹とし、実行部隊である事業検討委員会に式典委員会、イベント
委員会、記念誌編集委員会の３委員会、支援組織として会計および総務が構成された。
尚、長期課題はテーマ−の探索、検討委員の募集などを企画委員会で取組み本年度は課題設定を行い、
活動を次年度からにする。
緑園２０周年記念事業計画案
式典委員会
開催時期 平成１９年１１月２５日(日）
事業内容 式次第
１．開会の辞
２．実行委員長挨拶
３．来賓挨拶
４．記念事業の全体説明
５．記念講演
６．閉会の辞
７．音楽演奏
休憩
８．パーティ

イベント委員会
平成１９年度内開催
事業の種類
１．時計塔
２．写真展
３．論文募集
４．パネルディスカッション
テーマ(案）：地域福祉のあり方

記念誌編集委員会
平成２０年３月吉日発行
記念誌構成
１．はしがき
２．関係者からのメッセイジ
３．有志の回顧談
４．緑園の沿革
５．シンポジューム開催の記録
６．資料編
①緑園自治会・ＲＣＡの資料
②委嘱委員等の記録
③開発前のデータ類
④緑園の街の基本データ
⑤参考資料
７．歴代関係者
８．記念誌編集委員会
９．あとがき

今後、各委員会に於いて事業内容の詳細検討に入ります。
各委員会とも、住民の皆様の委員への参加募集を行います。委員の方からお誘いがあると思いますの
で、その際は住民の皆さんのご参加をお願い致します。記念事業委員会事務局（812‑8307RCA 事務局内）
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☆☆☆☆ イベント情報

☆☆☆☆

緑園東小学校開放スポーツ交流会
サッカ−

ティーボール

みんなで楽しもう！
ミニバス

空

手

剣

道

今年も緑園東小学校学校開放委員会は、スポーツ部会の参加 5 団体の協力の元、地域の子供達を対象に、自由に色んなスポ
ーツを楽しんでもらうことを目的とした、スポーツ交流会を開催します。
第２回目の今回は、少年野球緑園ラービーを運営しているNPO 法人横浜ラービークラブによるティーボールと、緑
園地域でグリーンピースキッカーズの指導をしているNPO 法人セイントフットサッカークラブによるサッカーをグラ
ンドで、緑園ミニバスケットボールクラブによるミニバス、拳道学連盟横浜緑園支部による空手、名瀬剣道教室によ
る剣道を体育館で計画し、参加した子供達に思い切り身体を動かして楽しい半日を過ごしていただきたくことができるプログラ
ムを用意して待ってます。ルールを知らなくても経験が無くても大丈夫、経験豊かなメンバーが丁寧にお教えしながら進めます
ので奮ってご参加ください。沢山の子供たちの参加をお待ちしております。
（ティーボールとは、軟式野球より
も柔らかいボールを使い、ティーに置いたボールをバットで打つ、野球よりも簡単でどなたにも楽しめるスポ
ーツです）
◇日 時：平成１９年７月１４日（土）

９：３０〜１２：００ ◇参加費 ：無料

◇場 所：緑園東小学校 校庭及び体育館(上履き持参でお願いします)
◇持ち物：タオル・水筒。道具は貸し出しいたしますが、ティーボール希望者はグローブをお持ちであれば

持参ください。

◇服 装： 運動しやすい服装（長ズボン）
。 帽子は必ずかぶってください。
◇対 象：小学生（3年生以下）
、および幼稚園児。保護者の方も、是非一緒にいらしてください。
◇ 原則雨天中止、雨天の場合も体育館での活動は行ないます。
《事前の申し込みは不要。当日直接東小学校へお越し下さい。
》
＜お問合せ先＞

・NPO 横浜ラービークラブ

福田 ０８０−１２５３−８０５１

・NPO セイントフットサッカークラブ 佐藤 ０９０−９０１７−９９８７

「太極拳のお知らせ」
緩やかな動きで美容と健康に効果的な太極拳を始めませんか！ 「太極拳友の会」では月２回（第２、４日曜日：会費1500
円）講師を招き、地域交流センター（２階）で活動しています。無料体験もできますのでお気軽にご参加下さい。 ◇連絡
先： ８１１−７２７８ 吉沢まで

☆☆☆☆ ギャラリーのご案内 ☆☆☆☆
緑園４丁目東の街の一角にある「相鉄ギャラリー」では、気軽に芸術を楽しめるスポットとして親し
まれ、毎月一般公開（無料）されています。
皆様、散歩を兼ねて途中で覗いて見てはいかがでしょうか。
当面の展示スケジュールは、下記のとおりなっています。
なお、次の予定は、RCA だより１０月号にてご紹介致します
◇７月４日〜７月２９日 曽我定明 写真展

「幽玄」伊豆天城の森

◇８月１日〜９月 ２日 谷内博春 ステンドグラス展

「日本の美と源氏物語」

◇９月５日〜９月３０日 小滝 濶 水彩画展

「ひろしのあの町あの家」

◇10 月３日〜11 月４日

「世界遺産写真展」

相模鉄道創立９０周年記念
4

