
       
  

  

☆☆☆☆ 「２０周年記念事業の案内」☆☆☆☆ 

私たちの街「緑園」が生まれて、20年が経過しました。 

今年は20年を祝して、恒例であります地域での各種イベントには「20周年記念」の冠をつけ 

た活動が執り行われております。記念事業としても、既に次ぎのような計画が実施・計画され 

ております。住民皆様の記念行事です。住民の皆様の積極的な参加をお願い申し上げます。 

①絵画・写真の公募開始  

  ・テ ー マ：「10年後も存続して欲しい私たちの街の風景」 

・絵 画： 画用紙（四つ切サイズ ３８２×５４２mm） 

・写 真： プリント写真（四切サイズ 254×304mm） 

・締 切： 10月末まで募集作品 （詳細：回覧・掲示板・緑えんネットをご欄ください） 

②シンポジウム 

・日  時： １１月１７日(土) 開場13：00  開会13：15 終了15：30 

・会  場： 四丁目西の街サン・ステージホール 

・テーマ ： 「緑園地区の高齢者と子供たちの住みよいまちづくり」 

   －活動事例の報告とディスカッション－ 

コーディネータ： 日本大学 商学部 教授 佐藤 俊雄氏 

報告： 街の美化を進めている高齢者グループ 

青色回転灯パトロールカーによる防犯活動グループ 

子育て支援活動グループの皆さん 

 ③20周年記念式展 

  ・開 催 日： 11月25日(日）  

  ・場 所： 地域交流センター 

  ・時 間： 13時より 

☆☆☆☆ RCAのホームページが充実 ☆☆☆☆ 

 ＲＣＡ広報委員会では、これまで「緑えんネット（http://www.ryokuen.gr.jp/）を開いてもＲＣＡ

のことが掲載されておらずどんな組織なのかどんな活動をしているのか分からない」という住民の皆様

の声に応えて、この程、緑えんネットのトップページの「ＲＣＡコーナー」を拡充し、ＲＣＡについて

の解説、組織や活動紹介を始めました。 現在、活動の近況報告やＲＣＡ発行の「ＲＣＡだより（各戸

配布）」は勿論のこと、回覧となっている「緑園コミュニティニュース」がバックナンバーで閲覧でき

るように致しました。また、ＲＣＡの活動として各委員会、地域交流が紹介されている他、良好な住環

境の保守規範となっている「まちづくりガイドライン」の紹介、ＲＣＡの歴史、姉妹提携住宅地「ラド

バーン」、20周年記念事業などが紹介されています。また、国際交流委員会の HP

（http://www1.odn.ne.jp/~aae00220/）の談話室には、海外情報・外国との交流の歴史・話題、住民の

海外旅行における体験談などが掲載され楽しい情報交換の場となっています。 

なお、緑えんネットの運営・情報の更新はPCクラブ、住民の方よりご協力をいただいています。 
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☆☆☆☆ 緑園西小学校における総合学習の紹介 ☆☆☆☆ 

  

RCAだより2005年10月号では、「緑園東小学校の給食残滓利用

による 堆肥づくり」を紹介致しましたが、今回は、緑園西小学校

の農業体験学習の取り組みについてご紹介します。 

横浜市立緑園西小学校（井上 光枝校長、児童数574名）は、1994

年設立以来緑園、新橋（一部学校区域）等の地域と共に発展して

参りました。同校では、とりわけ英語および総合学習に注力され

ています。05年2月に「美しいまちなみ景観大賞優秀賞」受賞を

記念して開催されたＲＣＡ主催の絵画展には、緑園東小学校と共に多くの生徒から優秀な作品が展示さ

れました。 また、生活科による総合学習では、地域の防災活動や野菜作り等、幅広い視点に立っての

人間形成に尽力されています。 

 ここでご紹介します農業体験学習では、地元の地権者から土地が提供（貸与）され、「２丁目健匠会」

を中心に、３・６丁目、新橋在住メンバーによるボランテアの支援・協力の基、内容の濃い教育が実践

されています。昨年のだいこんの収穫では、全長（葉先～根先）１２０cm、重さ６kgの大物を含め、豊

作を味わうことができました。また、じゃがいもの収穫では、最大６７０gの大物が採れ、児童が大喜

びしたこともありました。 

このように地域と学校とが一体となっての総合学習への取り組みは着実に成果を上げています。 

    
緑園西小学校農業体験学習事例 

                              
２ 学 年：だいこん栽培体験（９月～１２月）        

 ①種まき ～ 手入れ ～ 収穫作業、生育観察  

②だいこんを使ったメニュー調理 

③感謝祭における寸劇実演 

④感謝文の作文 等々 

５～６学年：じゃがいも栽培体験（３月～７月） 
  ①植え付け ～ 手入れ ～ 収穫作業、生育観察 

②じゃがいもを使ったメニュー調理 

③でんぷんの光合成実験、観察                     

④感謝文の作文 等々 

【栽培サポート】                

 地元の有志からの土地の提供（貸与）           

 有志による耕作・施肥・手入れ・収穫の指導 

 チーム構成   緑園２丁目自治会健匠会 

         緑園３丁目有志 

         緑園６丁目有志 

         新橋有志 

 
 【参考資料】 

 樹木の枝や葉から作った堆肥は、植物繊維が多く含まれ、しかも、チッソ・リンサン・カルシュウム

が豊富です。これらの堆肥が、学校の畑で使用されています。 

なお、緑園東小学校でも飯塚校長先生（児童数643名）が先頭に立ち教員の方々と共に授業の中で野 

菜づくり、堆肥づくりに取り組んでいることを付記しておきます。

平成１９年（2007年）10月 1日  緑園都市コミュニティ協会 
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☆☆☆☆ トピックス ☆☆☆☆ 

◆フェリス女学院大学祭「ＲＣＡコーナー」  

 ＲＣＡでは、来る１１月３日から 2日間開催されるフェリス女学院の大

学祭に「地域と大学との交流」をテーマに今年も参加します。会場（７号館

７１０１号室）では、RCAが創設されて20周年を迎えて「ＲＣＡの20年の

活動の歴史を振り返って」や国際交流活動の一環として「留学生との交流」

をパネル展示する他、留学生との座談会も企画しています。ご家族連れでお

気軽に会場を覗いてはいかがでしょうか。皆様のお越しをお待ちしています。               

なお、会場では、緑化推進委員会の委員の手による（財）横浜市緑の協会の緑化基金に協力する募金

活動を行いますので皆様のご協力をお願い致します。 

◇１１月３日（土）･パネル展示「20周年活動の歴史」「留学生との交流」  終日         

･座談会「留学生の故郷と日本」午後１時３０分～ ・緑化募金（終日） 

◇１１月４日（日）･パネル展示     終日 

・緑化募金：花苗の販売、 午前11:00～17:00（体育館） 

◆クリスマスコンサート 

  緑園コーラスサークルでは、恒例の「クリスマスコンサート 2007」を下記のとおり開催致します。

ゲストの「フルートとチェロの演奏」や来場者の皆様と一緒に歌ったり、抽選で花のプレゼントを予

定しています。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げています。 

◇日時：１２月９日（日） 午後１時３０分より ◇入場：無料 予約不要  

◇会場：サン・ステージ西の街ホール 

◇曲目：磯部俶曲集より春は鎌倉 時無草、「心の四季」より 風が･･･雪の日に 

クリスマスの歌 O Holy Night、  White Christmas ほか          

◆緑園の人口構成  

緑園の人口は、15歳未満の割合が16％(全国13.6%)と日本全国に比べて多く、65歳以上の割合は、

12％（全国 20.2%）と低くなっています。なお、丁目別の人口構成は下記のグラフのとおりです。 

グラフ「丁目・男女別人口比率」          全体年齢別人口構成表（平成19年3月31日現在） 
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年齢別 男性 女性 合計 比率
0～ 9 746 687 1,433 10%
10～19 902 974 1,876 12%
20～29 828 915 1,743 12%
30～39 920 11062,026 14%
40～49 1,2321,4022,634 18%
50～59 1,3541,2922,646 18%
60～69 725 718 1,443 9%
70～79 388 457 845 6%
80～89 127 179 306 2%
90～ 9 39 48 0%

7,2317,76915,000100%



 ☆☆☆☆ イベント案内 ☆☆☆☆ 

◆パソコン教室 ＜年賀状作成コース＞ 

広報委員会では、PCクラブ協力のもと、今年度後半のパソコン教室を下記のとおり開催致します。 

WORDを使ってオリジナルの年賀状作りに挑戦しましょう！                 

◇テーマ：「ワードで作る年賀状」          

◇第一回目：11月25日（日） 2:00～5:00 

◇第二回目：12月  9日（日）  2:00～5:00 

◇受 講 料： 各回５００円（テキスト代）、定員25名 

＊申込は11/3（土）2:00～5:00自治会館2Fにて受付ます。先着順となります。 

  

☆☆☆☆ ギャラリーのご案内 ☆☆☆☆ 

 芸術の秋を迎え、緑園４丁目東の街の一角にある「相鉄ギャラリー」

は、気軽に絵画、写真、書画等作品が楽しめるスポットとしてお勧めの

施設です。 

ギャラリーは、一般公開（無料：毎週月曜日休館）されています。 

皆様、散歩を兼ねて覗いて見てはいかがでしょうか。 

見学時間：10:00～17:00 

今年度後半の展示スケジュールは、下記のとおりです。             相鉄ギャラリー 

◇11月７日～12月２日 2007年神奈川二紀受賞作家展 第18回Souki-Ten   緑    ローゼン 

◇12月５日～１月６日  趙龍光・里燕 墨彩画展            駅西口  園  バス停 

◇１月９日～２月３日 竹内弘和 ネパール写真展「IMPRESSION-3」     都 交番      ﾌｴﾘｽ女学院 

◇２月６日～３月２日 林靖子 日本画展 Camino（スペイン巡礼道）    市         〒 

                                          JA   

◆花の頒布会（緑化推進委員会） ※緑園住民限定 

緑化推進委員会では、“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「秋

の花の頒布会」を下記のとおり開催します。まだ一度も参加したことがない方は是非この機会に散歩が

てら会場を覗いて見てはいかがでしょうか。また、緑園東小学校から学校給食の残滓を利用した有機肥

料の提供を受け、ご参加の皆様へ先着順に無料配布します。ご利用下さい。緑のリサイクルとして行っ

ているグリーバンク制度を利用される方、ご家庭で増やした花や樹木の苗を当日会場にご持参下さい。

必要とするご家庭に活用させていただきます。             

＊日時： １０月２７日（土）雨天決行  午前９時～１１時 

＊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。 

・パンジー他、多数用意しています。 

・花の頒布券に、住所・氏名を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ご了承下さい。 

・車でのご来場は、ご近所にご迷惑を掛けますのでご遠慮ください。 
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