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夏本番を迎え、会員の皆様には益々ご健勝のことと存じます。私は、平成 23 年 5

月の総会で会長に選任されて以来 4 年間お勤めさせていただきました。 

その年の 3 月 11 日、忘れられないその日、大地震と大津波が東北地方中心に襲

い、多くの方々が亡くなられ、未だ行方不明の方も大勢おられます。福島県の東京電

力㈱原子力発電所の事故では、多くの方々が避難され、いまだ不自由な生活を余儀な

くされておられることは忘れてはいけません。 

緑園連合自治会ですが、恒例の連合夏祭り、敬老祝賀会、連合運動会、新年祝賀会等の主要行事で

は、各自治会、各種団体および住民の皆様方のご協力のもとつつがなく行うことが出来ました。また、

公立小中一貫校建設方針が決まり、緑園バス運行も今秋テスト運行の目途がつきつつあります。その

他、災害時要援護者支援推進委員会(キズーナ)や緑園地区活性化委員会活動も一定の成果を収めるこ

とができました。これらの大きなプロジェクトでは、関係する皆様方の並々ならぬご努力のおかげで

今日に至っております。 

緑園地区も少子高齢化の真っただ中にあり、さまざまな課題が浮き彫りになってきています。これ

らの課題解決には、私たち一人一人の主体的な行動が求められています。大きなプロジェクトでは、

中川、新橋、名瀬連合との協力や、テーマによっては行政との協働作業が必要となります。多くの英

知を結集し全員参加で住み良いまちづくりを進めてまいりましょう。 

今後も、緑園連合活動へのご支援、ご協力をお願いして、退任のご挨拶とさせていただきます。有

難うございました。 

 

 

平成 27 年度連合会長を勤めます 4 丁目西の八谷です。 

緑園が開発され、マンション、戸建てが分譲されてから約 30 年が経過しますが、

この間生活環境の維持、向上についてはＲＣＡと共に力を入れてきたので、緑が多く、

清潔で住みやすい街といえると思います。 

その反面、駅周辺やサンモールの商店街は閉じられてしまった店も多く、一抹の寂

しさも感じられますが、それと共に老朽化した私達の自治会館やクラブハウスの修繕

も喫緊の課題となっています。さらに東日本大震災で多くを学んだ地域防災の重要性、

安心安全な街の防犯体制など、多くの課題が目の前にあります。 

緑園が首都圏のベッドタウンとして多くの世代が不自由を感じることなく、快適な生活を送れるよ

うに環境を整えていくことが自治会活動の狙いであり、多くの課題の中から自分達で取り組むべきも

の、行政や開発業者などに依頼するものを整理して早く活動に移していくことが連合自治会の役割で

あると考えます。 

緑園の住民の皆様のご理解と協力をいただきながら、進めて行きたいと考えております。 

 

 

 

５月２３日(土)、緑園連合自治会総会に先立ち、泉区役所による連合自

治会町内会役員等の永年在職者表彰が行われました。今年の対象者は緑園

二丁目自治会で、過去５年の間活躍された添田新治氏です。 当日は泉区

区長下村直氏、地域振興課課長遠藤令子氏はじめ関係職員が来場され、区

長より添田氏に感謝状が贈られました。 
 

 
 
 
5 月 23 日(土)サンステージ西の街ホールにおいて、第 10 回緑園連合自治会総会が開催されました。

新旧役員、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の予算・事業、役員の承認など審議が行われました。なお、すべての議案について、
代議員の賛成多数により可決・承認されました。 
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平成 27 年度予算 平成 27 年度役員名簿 

司会の 
菅野総務部長 

議長･書記は六丁目(下山
氏･西川氏)が担当です

長谷川前会長(左)と八谷新会長(右) 会場の様子 

実施日 行事名 主催 会 場
08月01日 緑園夏祭り大会 連合自治会 緑園東小学校
09月21日 緑園敬老祝賀会 連合自治会 緑園地域交流センター

10月04日 緑園連合運動会 連合自治会 緑園東小学校
10月25日 緑園社会福祉ふれあいまつり 緑園社協・連合 緑園西小学校
12月13日 緑園一斉清掃 連合自治会・ＲＣＡ 緑園地区全域
12月22日 特別パトロール 連合自治会 緑園地区全域
01月09日 緑園地区新年祝賀会 連合自治会 緑園地域交流センター

下村泉区長より表彰される添田氏
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司会の 
菅野総務部長 

議長･書記は六丁目(下山
氏･西川氏)が担当です

長谷川前会長(左)と八谷新会長(右) 会場の様子 

実施日 行事名 主催 会 場
08月01日 緑園夏祭り大会 連合自治会 緑園東小学校
09月21日 緑園敬老祝賀会 連合自治会 緑園地域交流センター

10月04日 緑園連合運動会 連合自治会 緑園東小学校
10月25日 緑園社会福祉ふれあいまつり 緑園社協・連合 緑園西小学校
12月13日 緑園一斉清掃 連合自治会・ＲＣＡ 緑園地区全域
12月22日 特別パトロール 連合自治会 緑園地区全域
01月09日 緑園地区新年祝賀会 連合自治会 緑園地域交流センター

下村泉区長より表彰される添田氏
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緑園周回路線バス運行を誘致する運動を推進している緑園バス運行推進協議会は、横浜市道路局、

泉区総務部区政推進課のご指導ご支援をいただき、神奈川中央交通㈱、相鉄バス㈱と折衝を続けてき

ました。両社から提案された路線につき、協議会は、バス停設置場所及び名称につき近隣にお住まい

の住民の方々と相談させていただき、この程決定致しました。バス停付近の植栽の剪定や国土交通省

への申請を進め、秋口より試験運行を始める予定です。 (詳細については別刷り版をご参照下さい) 

 

 

去る６月１３日(土)、平成 27 年度第 1 回防災訓練が緑園東小学校で実施されました。今回の訓練

は震源地横浜市直下、マグニチュード 6、震度 6 弱を想定し、学校と地域の合同訓練として行われま

した。7 自治会、緑園東小学校、泉区役所、緑園消防出張所、泉消防団、アマチュア無線泉支部が参

加し、合計 719 名が訓練を行いました。今回の訓練の目的は、地域住民と児童の防災拠点への避難を

主眼とし、トランシーバー、電話の送受信訓練、減災体操、三角巾応急訓練、担架による搬送訓練、

炊飯器炊き出し訓練等が実施されました。終了後運営委員による備蓄庫の棚卸を実施致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る 5 月 30 日(土)、第 10 回五丁目ふれあい祭りが盛大に開催されました。今年で 10 回目となる

このお祭りもすっかり定着し、餅つき大会と並び、地域住民の楽しい行事となりました。当日は好天に

恵まれ、早くから役員・班長の皆さんが準備に取り組みました。例年同様、やきそば・イカ焼き・飲み

物・産地直送野菜販売・輪投げ・ビン

ゴゲームと多くの出し物が準備され、

１７時、田村新会長より開会の挨拶が

ありスタートしました。焼き物コーナ

ーでは、引換券を手にした住民の皆さ

んの行列が見られました。あちこちで

住民同士の和やかな会話の輪ができ、

楽しい夕時のひとときとなりました。 

 

 

 

5 月 31 日(日)、七丁目祭り＆子ども会新入生歓迎会が七丁目公園にて開催されました。当日は朝か

ら五月晴れに恵まれ、新緑に囲まれた会場には、ウグイ

スやホトトギスの鳴き声も聞こえる中、子供会の行事が

行われていました。焼き鳥・ウインナー・おにぎり・チ

ョコレートフォンティン・飲み物などが用意され、あち

こちに話しの輪ができていました。子ども遊びコーナー

も設けられ、まちを挙げて子ども達を大切にする雰囲気

が随所に見られ、なごやかなお祭りとなりました。 

 
 

 
 
 

6 月 25 日(木)、緑園子ども見守りプロジェクト(春季バージョン)花植え大会が、緑園西小学校(校長

小宮寛之氏)の体育館にて開催されました。当日は、来賓として泉区区長下村直氏はじめ職員の方々、

神奈川県警察本部生活安全総務課生活安全サポート班高 勇係長、泉警察署生活安全課長高木真幸氏は

じめ署員の皆さん、緑園西小学校校長、同東小学校校長副島江理子氏、フェリス女学院大学講師内田奈

津子氏、コーディネーター山路清貴氏他多くの関係者にご出席いただきました。 開会式に続き両校３

年生 152 名により、69 鉢に 3 種類の花が植えられ、114 袋の袋に花苗が詰められました。児童代

表より地域の代表に花苗が贈呈された後、支援者により見守り育てていただく家庭に配られました。 

この事業は、昨年度に続き 2 年目を迎え、今回も約 50 名にのぼる多くの協力者にサポートいただき

ました。紙面をお借りしてお礼申し上げます。将来を背負っていただく子どもたちを、地域を挙げて見

守ってまいりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑園地区活性化委員会の新しいテーマである「緑園いきいきマップ」事業が始動しました。この事業

は、地域や近隣の学校の皆さんに、緑園のまちの魅力を探していただき、共有化しアピールして行こう

とするもので、横浜市、相鉄ホールディングス㈱、フェリス女学院大学、横浜緑園総合高校、緑園西・

東両小学校等と協力しながら、展開するといった試みです。 

今年度はすでに 2 回会合が持たれ、初年度は、緑園

総合高校(校長遠藤誠氏)の 1 年生 6 名中心に活動いた

だく方針が決まりました。フェリス女学院大学講師の内

田奈津子氏には GIS 技術の応用等でご指導いただくこ

とになりました。高校生の新鮮な若い目線でこのまちを

捉えていただくことに期待しましょう。 

 

 

去る 5 月 20 日(水)、泉区ヨコハマ 3R 夢(スリム)推進本部会議が区役所 4 階会議室にて開催され、

冒頭、平成 27 年度クリーンタウンいずみ推進功労者(個人・団体)の表彰式が行われました。緑園地区

では、団体の部で緑園西小学校西っ子まちピカそうじたいが、個人の部では、六丁目佐野曙見氏及び同

武井雄一郎氏が受賞されました。西小学校は、長

年にわたり、全校児童・職員により、公園や周辺

道路の清掃活動を継続していることが高く評価

されました。一方、佐野、武井両氏は、須郷台公

園や遊歩道(四季の道)の清掃や子どもたちへの

声掛け活動を通じて、見守りを実践されているこ

とが小学校からも感謝されています。 

◆◆ 各自治会の行事報告 ◆◆ 

緑園五丁目 

編 集 後 記 

◆◆ 秋口より緑園周回バスの試験運行が始まります ◆◆ 

緑園七丁目 

◆◆ 「緑園いきいきマップ」が始動しました ◆◆ 

Vol21 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。今回から編集委員にも変動がありました。新し

い体制での緑園ニュースをよろしくお願いいたします (^o^) 

来賓の下村泉区長より 
ご挨拶いただきました 

◆◆ 緑園子ども見守りプロジェクト・セレモニー及び花植え大会が開催されました ◆◆

◆◆ 泉区交通安全対策協議会にて受賞報告 ◆◆ 

香ばしいにおいがします 多くの子どもたち 

小島部会長より説明 花植えに挑戦 花苗の贈呈 

左から受賞された西小児童たち、佐野氏、武井氏 

――― 緑園活性化最前線 ―――

◆◆ クリーンタウンいずみ推進功労賞を受賞しました ◆◆ 

全員で減災体操 女性消防団員三角巾指導 担架による搬送訓練 参加者にカレーとお茶
が配られました 

会場の北ノ入公園風景 イカ焼き隊奮闘！ 子ども達は輪投げ遊び

第 1 回(左)、第 2 回(右) 会合の様子 
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とが小学校からも感謝されています。 

◆◆ 各自治会の行事報告 ◆◆ 

緑園五丁目 

編 集 後 記 

◆◆ 秋口より緑園周回バスの試験運行が始まります ◆◆ 

緑園七丁目 

◆◆ 「緑園いきいきマップ」が始動しました ◆◆ 

Vol21 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。今回から編集委員にも変動がありました。新し

い体制での緑園ニュースをよろしくお願いいたします (^o^) 

来賓の下村泉区長より 
ご挨拶いただきました 

◆◆ 緑園子ども見守りプロジェクト・セレモニー及び花植え大会が開催されました ◆◆

◆◆ 泉区交通安全対策協議会にて受賞報告 ◆◆ 

香ばしいにおいがします 多くの子どもたち 

小島部会長より説明 花植えに挑戦 花苗の贈呈 

左から受賞された西小児童たち、佐野氏、武井氏 

――― 緑園活性化最前線 ―――

◆◆ クリーンタウンいずみ推進功労賞を受賞しました ◆◆ 

全員で減災体操 女性消防団員三角巾指導 担架による搬送訓練 参加者にカレーとお茶
が配られました 

会場の北ノ入公園風景 イカ焼き隊奮闘！ 子ども達は輪投げ遊び

第 1 回(左)、第 2 回(右) 会合の様子 




