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◆◆ 緑園地区敬老祝賀会 ◆◆

2013年10月15日 vol.14

平成２５年度緑園敬老祝賀会は、9 月 16 日(月)開催を予定していましたが、あいにく、台風 18 号
の直撃を受けたため中止と致しました。
今年も、各自治会が 75 歳以上の会員について調査を行い、式典への出席意向を確認した結果、右下
の表に示すように対象者総数 784 名、出席希望者総数 305 名となっていました。
当日の式典には、出席予定者及び多くの来賓にご出席いただく予定でしたが、前日に台風の東海地方
への上陸が濃厚と伝えられたため、急遽中止の決定を余儀なくされ、役員が手分けをしてご出席予定者
にご連絡しました。
式典が中止となったため、予定当日に、対象者全員に記念品を、77
歳、88 歳、99 歳、100 歳の方々には商品券を、各自治会役員が各家
庭をご訪問してお届け致しました。
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◆◆ 平成 25 年度 緑園地区活性化委員会 ◆◆
平成２５年度緑園地区活性化委員会総会が5月25日(日)に開催され、役員・事業内容・予算等が審
議され、提案通り承認されました。今年度から、泉区区政推進課地域力推進担当の緑園地区担当が引
口由佳係長に代わられました。またコーディネーターとして、当委員会発足当初からご助言いただい
ている山路清貴氏に引き続きご指導いただくことになりました。
委員会の役員及び事業内容について、以下にお示しします。

残念!!

竹原敏幸実行委員長

関係役員総出で
仕分けに追われました

◆◆ 緑園連合運動会開催 ◆◆

緑園地区活性化委員会は、スタートして今年度で 5 年を経過します。
主要４事業(1～4)については、泉区からの資金援助の期限 3 年間が今
年度で終了し、次年度以降は自主財源で運営することになります。
緑園地区活性化委員会が泉区より「地域課題解決モデル地区」の指定
をいただきました。泉区より示された将来人口推計データにもとづき、
緑園地区に於いて将来発生が予測される課題を摘出し、解決に向け事業
計画を策定して行くことになりました。具体的には今年度（平成 25 年
度）中に中期計画をまとめ、来年度以降の活動に反映させる考えです。
去る９月２８日（土）開催の 9 月度定例会議には、泉区区政推進課地
域力推進担当石塚学氏、福祉保健センター福祉保健課課長補佐土井やす
み氏、同運営企画係長岩崎健氏、コーディネーター山路氏にご出席いた
だき、第１回課題摘出のためのブレーンストーミングワークを行いまし
た。各委員より、実にさまざまな意見が出されました。出された課題は、
一度整理・まとめを行い、解決策の議論に備える予定です。

去る 10 月 6 日(日)、第 23 回緑園連合運動会が緑園東小学校にて開催されました。
夜来の雨も止み、絶好の運動会日和に恵まれ競技が行われました。各自治会対抗では、
特にリレーに於いて他を圧倒した５丁目が総合優勝の栄に輝きました。
今年は、前日の土曜日の雨により、保育園や幼稚園の運動会が日曜日にずれ込んだため、キャンセル
が多く発生し、
どのチームも選手集めに苦労されたようですが、大いに盛り上がった大会となりました。
山川実行委員長はじめスタッフの皆様ご苦労様でした。

玉入れに熱中

代表委員による発表

パン食い競争
上手に取れるかな？

恒例の自治会対抗綱引き

優勝した５丁目に優勝
杯が授与されました

◆◆ 緑園連合夏祭り開催 ◆◆

◆◆ ひかりの園・花の生活館・地域交流センター開設 20 周年記念式典 ◆◆

去る 8 月 3 日（土）緑園東小学校において、緑園連合夏祭りが開催されました。今年も、
晴天・星空の下多くの方々が参加され、夏の夜のひとときを楽しみました。

去る 8 月 31 日(土)、三つの施設主催の開設 20 周年記念式典が緑園地域交流センターにて挙行さ
れました。当日はくるみ会・秀峰会・地域交流センター管理運営委員会・横浜市健康福祉局・泉区福
祉保健センターの代表者によるご挨拶があり、横浜市唯一の複合施設として、長年にわたり障がい者
通所施設・高齢者ショート
スティ施設・地域のコミュ
二ティの場として地域に
貢献してきたとの賛辞を
いただきました。第二部で
は泉管弦楽団の皆さんの
演奏と荒木先生の書道パ
フォーマンスがあり、一同
来賓による祝辞
荒木先生による
会場の様子
喜びを分かち合いました。
書道パフォーマンス

各自治会が趣向をこらした 緑園西、東小学校合同による
模擬店を出しています
子どもソーランです
年
学
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横浜緑園総合高校
ダンス部の皆さん

盆踊りも佳境に
入ってきました
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◆◆ 各自治会の行事報告 ◆◆

◆◆ 緑園活性化最前線 ◆◆

緑園二丁目

緑園要援護者支援推進委員会：緑園キズーナ

去る 9 月 28 日(土)、緑園二丁目自治会主催写生大会が開催されました。会場の自治会館１階会議室
のテーブル上に、画題になる野菜類（ス
イカ、人参、キュウリ、カボチャ、ナス）
や果物（バナナ、ぶどう、リンゴ、柿）、
花が用意され、児童や付添いの保護者、
自治会役員も参加でにぎやかな写生大会
となりました。当会では、緑園三丁目在
住の藤田真理先生にご指導いただきまし
た。作品は、12 月開催予定の二丁目文化
うまく描けたかな？
藤田先生(奥中央）のご指導
村なんでも展に出品される予定です。

緑園キズーナ田村守雄委員長に事業
の狙いとこれまでの経過についてレポ
ートしていただきました。

キズーナ委員会が設立されて一年半が経過しました。私達は、「災害時
に要援護者に対し、安否の確認、必要な避難支援が円滑に行われる、地域
支え合いが、緑園の 8 自治会全てで取れている体制づくり」を目指してい
ます。
この間、2 カ月おきに各自治会長、民生委員・児童委員をはじめとする
約 30 名の委員が、この目的を達成するため、知恵を出し合い、事業推進
上の意見交換を行っています。
背景と経過が異なるため、事業の進度は自治会毎に異なっていますが、
キズーナ定例会風景
仕組み作りは終わって、事業推進体制に入った自治会が今年一つ増え、三
自治会となりました。他の 5 自治会もそれぞれの歩みを一段階高めようとしています。大災害が私達
の町にいつ起こっても不思議ではない、とさえ言われています。
設立 3 年が経過した時点で、緑園のすべての自治会が、準備段階を終え、事業推進体制に入ってい
ること、これはまだ個人的な願望ですが、実現させるため注力致します。会員のご理解とご協力をいた
だければ確実に実現できるものと信じています。

をいただきました

緑園四丁目西
去る 8 月 24 日(土)、緑園四丁目西自治会主催サマーフェスタがサン・ステージ西の街管理事務所前
「滝前広場」にて開催されました。事前にご案内いただき長谷川が取材にお邪魔致しました。
猛暑が続いた後のやや秋めいた夕風が吹
き抜ける高層マンションに囲まれた広場の
観客席は、満席です。アルプス音楽団によ
る演奏が始まると、会場が一気に盛り上が
りました。中でもアルぺンホルンが客席の
間に来ると子どもたちから大きな歓声があ
がりました。後半は、
「フラメンコ・カンテ」
の演奏があり、楽しい夏の夜が更け行きま
アルプス音楽団による生演奏
皆さん聞き入っています
した。

◆◆ 緑園西小学校創立２０周年記念植樹式挙行される ◆◆
緑園西小学校は今年創立 20 周年を迎え、来る 11 月 16 日(土)に記念式典開催が予定されています
が、それに先駆け記念植樹式が去る 10 月 3 日(木)に挙行されました。当日は晴天に恵まれ、全児童、
職員、保護者、地域の代表の方々参加のもと、記念樹のはなみずきが校舎前に植えられました。引き続
き横浜市消防音楽隊の演奏会があり、子供たちもブラスバンドによる演奏やドリル演奏の美しい音色に
楽しそうに耳を傾けていました。

緑園七丁目
去る 8 月 24 日(土)、緑園七丁目自治会主催夏祭りが緑園七丁目公園（こども自然公園駐車場の隣）
にて開催されました。事前にご案内いただき長谷川が取材にお邪魔致しました。
陽が傾いてひぐらしが鳴く木立
に囲まれた会場に着くと、香ばし
い焼き鳥の煙が立ち込め、お祭り
が始まっていました。お店では焼
き鳥の他飲み物、かき氷、お結び
などが販売され、くじや輪投げ、
スイカ割りなどに大勢のこども達
が楽しんでいました。大人のみな
ビールがおいしそう！ こども達も楽しそう
七丁目名物の
さんは、生ビール片手に話に花が
焼き鳥コーナー！！
咲いていました。

植樹する地域の代表松本氏

桃井校長と長谷川会長
による銘板の取り付け

演奏に聞き入る子供たち

消防音楽隊の演奏

◆◆ 泉区主催「緑のカーテンコンテスト」にて受賞◆◆
平成 25 年度泉区主催「緑のカーテンコンテスト」が開催されました。区では、今年もゴーヤ及び西
洋アサガオの種子の配布と併せ、コンテスト実施により、緑化や省エネの機運盛り上げを図るなかで、
緑園連合自治会でも両種の種子の供給を受け、学校等での栽培に活用していただきました。
コンテストには、緑園地区より 1 団体・1 個人の応募があり、いずれも入賞されました。誠におめ
でとうございます。

◆◆ 緑園小中一貫校の設置について ◆◆
緑園連合自治会と緑園中学校設置推進協議会では、横浜市教育委員会に対して、設置の要望書を近く
提出する方向で、地域の皆様のご意見を取りまとめ中です。
緑園に中学校設置を実現することは、当地区や周辺住民にとっての悲願であります。現在、候補地の
選定作業が進められている中で、遅れをとらないよう、当初の陳情書に続き今回は緑
園連合の各自治会長連名で、今月中～来月初めに提出を予定しております。要望書の
内容につきましては、各自治会に文書を配布してありますので、ご覧いただきご意見
等ありましたら、各自治会長経由にてご提言願います。

編 集 後 記
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団体賞
「いっずんの緑のまちづくり賞」

個人賞
「いっずんのエコ活賞」

緑園東小学校
(代表:校長副島江理子氏)
「グリーンモンスターイースト」

緑園二丁目西原次男氏
「猛暑の中のゴーヤ」
(二年連続受賞)

Vol.14 いかがでしたでしょうか？ 今回は、緑園活性化委員会や夏祭り・運動会など連
合自治会恒例イベントを中心に特集しました。次号は 1 月 15 日発行予定です。各自治
会でのイベントやふれあい祭りなどのイベントを中心に特集したいと思います。
お楽しみに (^o^)
【編集委員】菅野英夫、田谷善宏、畑 浩太

