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09月16日 (祝) 緑園敬老祝賀会

主催 緑園地域交流センター

10月06日 (日) 緑園連合運動会

主催 緑園東小学校

10月27日 (日) 緑園社会福祉ふれあいまつり 後援 緑園西小学校
12月15日 (日) 緑園一斉清掃

共催 緑園地区全域

12月19日 (木) 防犯特別パトロール

主催 緑園地区全域

01月11日 (土) 緑園地区新年祝賀会

主催 緑園地域交流センター
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石田副会長の開会の辞
で総会開始です
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泉消防署緑園消防出張所訪問記 ◆◆

梅雨の中休みの良く晴れた 6 月 23 日(日)、緑濃い緑園の丘の上に立つ泉
消防署緑園消防出張所を長谷川が訪問しました。玄関のドアを開けると、凛
とした空気が漂う室内に、数人の所員に囲まれた同所所長室橋俊夫氏がおら
れました。早速、泉消防署や同出張所の陣容・業務の他、消防団について伺
いました。
泉消防署の概要；泉消防署は泉区を担当する消防署で、1 消防署、4 消防出
張所で構成され、林消防署長以下 153 名の職員で業務についています。
緑園消防出張所
緑園消防出張所概要；同所は平成 5 年に緑園四丁目に建設されました。瀬谷
区、旭区、戸塚区に隣接し、他区に渡って出場しており、上階に消防職
員待機宿舎があり、出張所長以下 13 名の職員で業務についています。
昨年１年間の同出張所での災害出場件数は、急病に係る救助救命が 50
件、火災が 44 件、救助が 3 件、その他が 16 件、合計 113 件でした。
緑園地域の消防団について；泉区に設置された泉消防団は泉消防署に消防団
本部を置き、5 分団、23 班、現在 421 名、消防車両 21 台で構成され
中央が室橋所長
ています。緑園地域は第２分団、第３班のお世話になっています。木造
家屋の多い緑園では、消防団の活動が大変重要だそうです。緑園からこ
のほど３名の女性消防団員が誕生しました。この日、所内にてジャッキ
の使用訓練が行われていました。引き続き募集に力を入れているとのこ
とです。震災時の被害想定が見直され、先般制定された「横浜地震防災
市民憲章」の共有と、
「自助、共助、公助」の意味を理解し、日頃から減
災行動に努めて欲しいとおっしゃっていました。
緑園地域に住む私たちを、
24 時間体制でしっかりと見守っていただいてい
女子消防団員による訓練
る消防所員に感謝しつつ帰路につきました。
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広報紙発行
総務副部長(行事) 川口美江子 女性団体協議会(連合女性部代表)

2013 年 5 月 25 日（土）サンステージ西の街ホールに 総会議案
おいて、第 8 回緑園連合自治会総会が開催されました。新
第 1 号議案：平成 24 年度 事業報告
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
第 2 号議案：平成 24 年度 会計決算報告
らが一堂に集まり、昨年度の活動報告・会計報告及び本年度
及び監査報告
の予算・事業の審議、役員の承認など審議が行われました。 第 3 号議案：平成 25 年度 役員選出
第 4 号議案：平成 25 年度 事業計画案
なお、すべての議案について、代議員の賛成多数により可
第 5 号議案：平成 25 年度 予算案
決・承認されました。
事

役

総務副部長(会議) 鈴木

◆◆ 平成 25 年度緑園連合自治会総会開催される ◆◆
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緑園のまちは誕生後約26年を経過し、当初計画されたまちづくりは、ほぼ終え
たものと思われます。そうした中、
先ごろの泉区長高橋和也氏のご講演によれば、
世帯数は増えつつあるものの人口が減少に転じており、このことは、この地で生
まれ育った若人が他の地域に移り、高齢者が残るといった図式の存在を示唆され
ています。今後、若い人たちが住みやすい環境づくりが必要のようです。また高
齢者を地域のみんなで支える仕組みづくりも必要です。
緑園のまちの活性化も重要なテーマです。防犯・防火・防災・交通安全や環境
長谷川 連合会長
問題も重要な課題です。緑園連合自治会会長会では、これらの課題の摘出及び解
決策について議論を進めてまいりました。これまで各組織・団体で進められてきた事業や活動につい
て、予算や効率性などの面から総合的に見直す必要があるとの結論に至っています。
項目によっては大きな費用がかかることもあり、行政からの人的・物的支援をいただきながら、行
政と地域とがひとつの目標に向かって協働作業で解決して行く、そのために必要な項目については条
件整備を行うことになります。
会員の皆様からいただいている浄財（会費）については、節約に心がけます。そのためには組織の
簡素化や事業の見直しも必要となります。みなさんからの貴重なご意見をいただきながら改善を進め
てまいります。

08月03日 (土) 緑園夏祭り大会

平成 25 年度役員名簿
区

◆◆ 連合会長のご挨拶 ◆◆

実施日

連合自治会総会詳細 ◆◆

今年度の議長と書記は、緑園 4
丁目東自治会からの選出です
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◆◆ 緑園活性化行事 ◆◆
緑園東小学校地域防災拠点防災訓練
平成 25 年度第１回緑園東小学校地域防災訓練が 6 月 15 日（土）
に緑園東小学校で開催されました。今回の訓練は小学生と保護者を含
めた避難訓練や無線機送受信訓練・避難所開設訓練・起震車体験・発
電機投光器訓練・地下貯水タンクによる給水訓練などが行われ、行
政・７自治会・東小学校・消防署・水道局の支援協力で 756 名が参
加し無事終了致しました。
運営委員はその後反省会や棚卸を行い、日頃の訓練が災害時の命を
守る有意義な訓練でした。

地下貯水タンクによる給水訓練

緑園女性消防団員による挨拶

◆◆ 緑園活性化最前線 ◆◆
【緑園活性化委員会】坂の駅ポンテ
～泉区農産物の地産地消に向けて～

泉区では広い畑地で多くの農家が営農されておられ、年間を通じて新
鮮な野菜や果物が生産されています。一方、緑園は人口およそ１万５千
人を擁する一大消費地でありますが、商店の数が少ないために、買い物
に不便をきたしております。活性化委員会での議論の結果、一つのテー
マとして「区内で生産されている農産物の地産地消」が浮上しました。
そこで、「泉区まちづくり支援補助金」の助成を受けての事業を企画し、
活動をスタートしました。事業の名称は、人と人、泉区農家と緑園をつ
なぐ架け橋「ポンテ」と名づけました。
＜生産・販売農家回訪とテスト販売＞
先ず泉区の農家・販売所およそ 80 箇所にダイレクトメールをお送り
し、事業への参加の意向調査を行い、およそ１割の方々にご賛同をいた
だきました。そこでそれらの農家・販売所を、泉区地域振興課の職員と
ともに回訪しました。ところが、いざ出店する際の場所の確保に意外と
手間取り、農家の方々にご迷惑をお掛けしてしまいました。
そうした中、平成 24 年度を迎え、片野農園さんに協力いただけるこ
とになり、計８回販売会を開催し、いずれもほぼ完売することができま
した。どの会場でも、多くの住民の方々に喜んでいただき、再度実施の
要請も頂戴しました。新調した幟も雰囲気の盛り上げに一役買いました。

起震車による震度７の体験

発電機による灯光器点灯訓練

◆◆ 各自治会の行事報告 ◆◆
緑園二丁目
７月７日（日）
、緑園二丁目自治会主催バーベキュー大会が開催されました。約６０名が２台のバス
に分乗し一路宮が瀬ダムに向かいました。
県立あいかわ公園で下車し、徒歩でダム堰堤を見学。
その後、
相模湖「プレジャーフォレスト」に移動し、園内で遊びに興じ、いよいよバーベキュースタート。まず
は冷たい生ビールで乾杯。新鮮な肉、野菜を使っての焼肉、焼きそばなどに舌つづみをうちました。

餅つき大会の会場の一角
での販売

去る 5 月 23 日（木）、平成 25 年度泉区ヨコハマ３R 夢推進本部会議が泉区役所にて開催されまし
た。席上、クリーンタウンいずみ推進功労者表彰が行われ、４団体、個人７名が受賞されました。当緑
園連合自治会から、下表の１団体、個人２名を推薦させていただき、下村直区長より表彰されました。

団体の部

「プレジャーフォレスト」にて記念撮影

秋の販売会場の様子

平成 25 年度「クリーンタウンいずみ」推進功労者表彰

区分

県立あいかわ公園に到着です

坂の駅ポンテ部会長大嶋裕司
氏（写真中央）に、事業の狙いと
これまでの活動経緯についてレ
ポートして頂きました

対象者

功績区分・功労の概要

緑園東小学校
校長副島江理子氏

緑化：給食調理で発生する生ごみを堆肥化し、校内での野菜や花の栽培に活用
するほか、地域に無料で配布。

清水三男氏(緑園五丁目)

３R 夢プラン：緑園連合の環境事業推進員代表、環境部長として地域行事にお
ける分別回収の呼びかけや資源集団回収実績のとりまとめを行うなど貢献。

佐藤昭光氏(緑園二丁目)

３R 夢プラン：自治会の環境部長として集積所のカラス対策や分別指導に尽力
し、公園愛護会で行う清掃活動と併せて地域の模範となっている。

個人の部

楽しいバーベキューです

緑園五丁目
去る 6 月 2 日（日）恒例の五丁目「ふれあいまつり」が開催されました。
この目的は子供から高齢者までが集い親睦を図ることです。当日は天候に
も恵まれ 300 人弱が集い、焼きそば・イカ焼き・飲み物・産直野菜販売・
輪投げ・ビンゴゲーム等で夕時のひと時を楽しみました。

北ノ入公園の会場風景

受賞された副島校長

編 集 後 記
流れ作業でイカ焼き

新鮮な産直野菜販売

子供達は輪投げで賞品ゲット

大盛況のビンゴゲーム

受賞された清水氏の活動の様子

受賞された佐藤氏(左)と歩道清掃中の様子(右)

Vol.13 いかがでしたでしょうか？ 今回は、緑園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。
暑い夏が続きます。皆さま体調を崩されぬよう、お気を付けてください (^o^)
【編集委員】菅野英夫、田谷善宏、畑 浩太
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