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平成 27 年度緑園地区活性化委員会総会が 5 月 30 日(土)、緑園地域交流

センターにて開催されました。当日は、新たに緑園地区担当になられた泉区

区政推進課地域力推進担当係長山本雅子氏、前任係長引口由佳氏のほか、委

員会発足当初からご助言をいただいてきた山路清貴氏にご臨席いただきまし

た。山路氏には、今年度も引き続きコーディネーターとしてご指導いただけ

ることになりました。提案された平成 26 年度事業報告、決算報告、平成２

７年度事業計画、予算案、役員のいずれも審議の結果承認されました。 

当委員会は発足後６年経過し、今年度は(一期 2 年)四期目を迎えています。

地域の人口減少、少子高齢化を少しでも抑えながらまちを魅力的なものにして、特に若い階層が移り

住んできたくなるようなまちづくりが課題です。そのためのさまざまな事業が、多くの住民の皆さん

によって支えられながら展開されています。また、地域だけでは解決できない課題が多く、横浜市や

泉区政、学校、企業などと協力しながら進めています。事業エリアは、緑園のみならず、周辺の新橋、

中川、名瀬地区(戸塚区)を含む緑園都市駅利用者がお住まいの地域にも視野を広げての事業展開も行

っています。資金面では、横浜市よりの支援や泉区まちづくり補助金などの活用の他自主事業による

収入確保により、なるべく自治会費(浄財)に頼らないよう努めているところです。 

緑園東・同西小学校との共同事業については、複数の事業部会を統括する組織「小学生見守り事業

部」を置き、委員会としての対学校窓口の他、資金の受け皿としての機能を有する母体として運営す

ることを試みているところです。現在、事業部には「３作文コンクール」及び「４子ども見守り」両

部会を配置し、資金については、行政からの支援の他、学区の 14 自治会・町内会(中川、新橋、名瀬

連合加入の６単会含む)から拠出いただき運営にあたっているところです。 

今年度は、新規事業として「緑園いきいきマップ」をスタートすることができました。この事業は、

緑園及び周辺地域の魅力を、横浜緑園総合高等学校の学生さん達に探していただこうという趣向です。

技術面では、フェリス女学院大学情報センターの内田奈津子先生に GIS(地理情報システム)の応用に

関してご指導いただいているところです。このテーマは、委員会としてかねてから模索していたとこ

ろ、昨年開催された緑園都市「えきばた会議」でまとめられた「12 のプロジェクト」の一つ「I love 

Ryokuen マップ」と符合していることもあり、横浜市建築局及び相鉄ホールディングス㈱が全面的

にバックアップしていただけることになりました。 

当委員会の行事には、実に多くの住民の方々に参加いただきサポートいただいております。「人が集

まればまちが変わる。参加する人同士の繋がりが活性化を生む」引き続きご支援宜しくお願い致しま

す。 

 

 

 
 

 
 
 
９月２１日(祝)、緑園連合自治会主催敬老祝賀会が緑園地域交流センターにて盛大に挙行されました。

今年も各自治会に 75 歳以上の方々のリストを作成していただき、出席者を募っていただきました。そ
の結果、対象者総数 854 名(昨年は 779 名)、内出席者は 298 名(同 290 名)でした。対象者全員に
記念品を贈呈致しました。また、77 歳、88 歳、99 歳、100 歳の方々には商品券を贈呈致しました。 

式典には泉区区長下村直氏、泉警察署生活安全課課長竹村誠司氏、岡津中学校副校長山岸美和氏、緑
園東小学校校長副島江理子氏、同西小学校校長小宮寛之氏、各種団体や議員の先生方他多くの来賓にご
臨席いただきました。式典の締めくくりとして、緑園地区シニアクラブ連合会会長後藤登美雄氏より謝
辞が述べられました。 

第２部では、岡津中学校吹奏楽部(35 名)による楽器演奏や新橋地区ケ
アプラザ及び緑園メンバーによる詐欺犯罪防止の寸劇が演じられ、最後は
地域カラオケ同好会唱和の懐かしのメロディ全員合唱で幕を閉じました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 月 4 日(日)、緑園連合運動会が緑園東小学校校庭にて開催されました。9 月は雨天の日が多かっ

た今年の運動会シーズンですが、この日は朝から青空が広がる好天に恵まれました。泉区下村直区長は
じめ、近隣の連合自治会・町内会の役員や議員の先生方他多くの来賓のご臨席のもと、開会式が行われ
ました。ラジオ体操の後、各種競技がスタート。チーム対抗競技が始まると応援のボルテージがアップ。
最終種目の一般男女リレー終了後、総合得点順位の発表があり、今年は、四丁目西チームが総合優勝の
栄冠に輝きました。今回も、救急体制拡充のため、緑園皮膚科クリニ
ックの院長土屋先生に本部に詰めていただきました。先生の長年のご
協力に感謝致します。 

本行事は、山川昌一実行委員長のもと、スポーツ推進委員、青少年
指導員、女性部、環境部ほか連合自治会各部の参加を得て、しっかり
とした運営がなされました。また、各自治会選出の皆さんが、多くの
担当部所で積極的に動かれました。関係者の皆さん、ごくろうさまで
した。 
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岡津中学校吹奏学部の皆さん

八谷会長ご挨拶

「振り込め詐欺」の寸劇 

総会にのぞむ委員ら 

丁目 対象者 出席者
1 54 21
2 133 42
3 113 33
４西 140 46
４東 134 72
5 40 13
6 191 57
7 49 14
計 854 298

　77歳：70名　　88歳：25名
　99歳： 4名 　100歳： 1名

丁目別対象者及び出席者数

地域カラオケ同好会の皆さん

◆◆第２４回緑園連合運動会が開催されました ◆◆

開会式に臨む各チーム パン喰い競争 白熱した綱引き 優勝は四丁目西

下村泉区長ご挨拶 会場の様子 

八谷会長(左)･下村泉区長(右)ご挨拶

役　職 氏　　名 所　属　団　体 No. 部会名 事業内容 代表者

委員長 長谷川幹夫 緑園二丁目代表 1 緑の園の継承 地域の緑整 横川  　満

副委員長 横川    満 緑園一丁目代表 2 緑園坂の駅ポンテ 買い物支援・地産地消 大嶋 裕司

副委員長 鈴木清文 緑園四丁目東(特別推薦) 3 小学生作文コンクール 東・西小学生作文コンクール 長谷川幹夫

会　　計 清水国雄 緑園六丁目代表 4 緑園子ども見守りプロジェクト 花植えで小学生見守り 小島　　博

会　　計 小島   博 緑園四丁目西(特別推薦) 5 緑園いきいきマップ 緑園都市駅周辺の魅力発見 (代理)清水国雄

会計監事 成田俊人 緑園七丁目代表 6 新春マラソン大会 緑園・新橋・中川合同大会 山川　昌一

会計監事 伊藤正男 緑園六丁目代表 7 泉区伝統文化の活性化 伝統芸能の継承・歴史研究 八谷　道紀

総務部長 佐藤佑幸 緑園二丁目代表 8 タスカル 地域住民交流事業 長谷川幹夫

総務副部長 大嶋裕司 緑園二丁目(特別推薦) 9 緑園まちづくりみらい研究会 緑園の活性化策模索 長谷川幹夫

長谷川幹夫

横川  　満

平成27年度 緑園地区活性化委員会役員 平成27年度 事業計画

泉区地域協議会委員
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【編集委員】伊藤正男、長谷川幹夫、田谷善宏、畑 浩太 

 
 

8 月 1 日(土)、緑園連合自治会主催夏祭りが緑園

東小学校校庭にて開催されました。当日は朝から好

天に恵まれ、会場中央に花で飾られた櫓(やぐら)が

組まれ、本部席や 17 組のブースからなるテントが

櫓を囲むように立ち並び、昼ごろには会場設営が出

来上がりました。午後３時頃から各ブースでは準備

が始まり、焼き鳥の香ばしいにおいが漂うと、お祭

りムードが高まってきました。午後５時に開会が宣言されお祭りがスタートしました。 

今年の夏祭りの大きな目玉は緑園東・西両小学校児童たちによる横浜市歌盆踊りです。この日の出

演に備え、地域の指導員達の協力で、両校で何度も練習を重ねてこられました。子どもソーラン踊り

ともども、お揃いの法被を着ての演技に大きな拍手が送られました。 

お祭りスケジュール中段では、八谷道紀大会会長が挨拶。来賓を代表して泉区区長下村直氏にご挨

拶いただき、盆踊りが再開です。緑園総合高校ダンス部の皆さんによるダンス、LiLi Live、破天荒に

よるハマこい踊りが披露され、最後はお待ちかねの抽選会で連合夏祭りの幕を閉じました。 

熱射病等で体調を崩したり、けがをした人の応急処置のため、緑園内科循環器科の院長長谷川先生

に本部に詰めていただきました。ありがとうございました。 

本行事は森川恵司実行委員長のもと、過去の行事での反省点の修正含め、早くから動き、綿密な企

画・計画・実行がなされてきました。実行委員の皆さん、ごくろうさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 29 日(土)、四丁目西自治会主催サマー・フェスタ 2015 が開催されま

した。会場の町内の管理事務所前滝前広場には、晩夏の夕風が吹き抜ける頃、

多くの住民の方々や、他の町内の皆さんも集まっていました。この恒例行事は、

上質な軽音楽を、屋外で多くの人に聞いていただくのが主旨で、アーチスト達

もアマチュアバンドではなく、ライブハウスなどで活躍しているミュージシャ

ンに演奏をお願いしているそうです。Yumi Sugimoto Seputet による演奏に、

満席の皆さんは、聞き入っておられました。売店では、焼きそば、焼き鳥、ビ

ール、ワイン、コーヒー、ケーキなどが販売されていました。 

 

 

９月６日(日)、六丁目自治会主催ふれあい祭りが須郷台公園にて開催されました。

当日は、曇り時々雨模様のあいにくの天候でしたが、午後４時の開会近くになる

と、待ちかねていた多くの住民の方々が集まって来られました。お目当ては、焼

肉、フランクフルト、やきそばです。お店の前には、長蛇の列ができていました。

子ども会との共催のスイカ割りやビンゴゲームでは、一喜一憂の声が公園に響き

わたりました。一方の大人向けは、やはり生ビールです。薄暮の公園に明りが灯

ると、雰囲気が一気に盛り上がり、あちらこちらに親睦の輪ができていました。 

 
 

 

 

10 月８日(木)、緑園バス運行協議会が四丁目東の街コミュ二ティハウ

ス会議室にて開催され、当初の予定より遅れ、12 月 1 日～4 月 30 日に

試験運行を行うことが確認されました。この日は、相鉄バス㈱及び神奈川

中央交通㈱両社の担当者も出席し、試験運行の実施内容につき提案いただ

きました。既に、国土交通省には運行の届出を済ませております。 

協議会終了後、横浜市道路局が準備された運行協議会及び二社による協

定書への捺印が行われ、書類が関係者に配布されました。 

試験運行の概要は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

１０月７日(水)、緑園なえば保育園を長谷川が訪問しました。秋晴れの

日の昼下がり、緑園四丁目の丘の上に立つ園舎に着き、ブザーを押すと

向田まり子園長と内田宏和主任が出迎えてくれました。保育室では、大

勢の園児達がお昼寝をしていました。多目的ホールでは、先生方が運動

会で飾る手づくりの小旗の準備をされていました。この地に当保育園が

開園したのは平成 15 年(2003 年)4 月 1 日で、12 年経過しています。

２年前には、五丁目に分園「あかちゃんのいえ」が開園しています。 

向田園長より園の方針について伺いました。「みんなちがって、みんな

いい すくすくまっすぐ、おひさまに向かう苗のように。人として身につけたい力(まねる、応える、

意志を出す、ほめる、恥を感じる、感謝する、勝ちたいと思う)を、大人と

たくさんあそび、人に懐き、人を信頼する強い気持ちを育てたいと思います」

とのことでした。 

また、園として大切にしていることは、安全・安心な環境づくりと食の提

供です。建物の建設にあたっては、人体に悪影響を及ぼす恐れのある化学物

質はできるだけ避け、子どもが手にする所には、あたたかくぬくもりのある

木材を使用しています。また給食の材料には、なるべく農薬を使用しない自

然作物を使用し、日頃から園児に食育を行っています。米作りでは、毎年山

形県鶴岡市の農家を訪問。生産者の方々の支援で田植え(一泊)、稲刈(二泊)

の日程で子ども達が勉強体験する機会をつくっています。緑園東小学校との

交流では、長年にわたり小学生と一緒に野菜づくり活動を行っています。 

地域との交流も盛んに行われています。緑園五丁目夏祭りに参加したり、10 月 31 日(土)開催の「緑

園街カフェ」では、今春に続き、年長組が歌を披露される予定です。また、緑園年末清掃にも参加され

ています。園では、自治会の他、緑園地区社会福祉協議会にも参加されています。新橋ホーム等の施設

への慰問体験も盛んに行っておられます。 

入園児の居住地域は、緑園地区はもとより、岡津、新橋、名瀬、やよい台の他旭区からも通っておら

れるそうです。総園児数は約 150 名で、卒園児の入学先は、緑園東小学校の他、最近では西小学校が

増加してきており、両校の 5 年生と翌年卒園の年長組との交流を深めているとのことです。 

今後は、緑園地区の他の園と協力して、小学校や地域との交流を深めて行きたいとのことです。恵ま

れた環境づくりが着々と進められている園の未来を感じつつ、帰路につきました。 

◆◆ 各自治会の行事報告 ◆◆ 

緑園四丁目西 

編 集 後 記 

◆◆ 緑園連合夏祭りが開催されました ◆◆ 

緑園六丁目 

Vol22 は、緑園活性化委員会や夏から秋にかけての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年末にかけてのイベントを中

心に特集したいと思います。 まだまだイベントが目白押しです。皆様ぜひご参加くださ

い。(^o^)

◆◆ １２月より緑園周回バスの試験運行が始まります ◆◆

運行協議会の様子 

――― 緑園活性化最前線 ―――

◆◆ 緑園なえば保育園訪問記 ◆◆ 

緑園東小・西小子供達 
による子供ソーラン 

緑園総合高校ダンス部 
の皆さん

舞台上での盆踊り お楽しみの抽選会 

ビールが進みます

生演奏に聞き入って 
います 

※運行ルートやバス停、時
刻表、運賃体系等の詳細
については、近々配布予
定の協議会ニュースを
ごらんください。 

No. 社名 運行期間 運行ルート（区間）

1 相鉄バス㈱ 12月01日～02月29日 二俣川～緑園循環～二俣川

2 神奈川中央交通㈱ 02月01日～04月30日 やよい台～緑園循環～やよい台

　　　　試験運行の概要

向田園長(左)と内田主任(右)



2015 年 10 月 15 日 緑園連合 News Vol.22  

2 
【編集委員】伊藤正男、長谷川幹夫、田谷善宏、畑 浩太 

 
 

8 月 1 日(土)、緑園連合自治会主催夏祭りが緑園

東小学校校庭にて開催されました。当日は朝から好

天に恵まれ、会場中央に花で飾られた櫓(やぐら)が

組まれ、本部席や 17 組のブースからなるテントが

櫓を囲むように立ち並び、昼ごろには会場設営が出

来上がりました。午後３時頃から各ブースでは準備

が始まり、焼き鳥の香ばしいにおいが漂うと、お祭

りムードが高まってきました。午後５時に開会が宣言されお祭りがスタートしました。 

今年の夏祭りの大きな目玉は緑園東・西両小学校児童たちによる横浜市歌盆踊りです。この日の出

演に備え、地域の指導員達の協力で、両校で何度も練習を重ねてこられました。子どもソーラン踊り

ともども、お揃いの法被を着ての演技に大きな拍手が送られました。 

お祭りスケジュール中段では、八谷道紀大会会長が挨拶。来賓を代表して泉区区長下村直氏にご挨

拶いただき、盆踊りが再開です。緑園総合高校ダンス部の皆さんによるダンス、LiLi Live、破天荒に

よるハマこい踊りが披露され、最後はお待ちかねの抽選会で連合夏祭りの幕を閉じました。 

熱射病等で体調を崩したり、けがをした人の応急処置のため、緑園内科循環器科の院長長谷川先生

に本部に詰めていただきました。ありがとうございました。 

本行事は森川恵司実行委員長のもと、過去の行事での反省点の修正含め、早くから動き、綿密な企

画・計画・実行がなされてきました。実行委員の皆さん、ごくろうさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 29 日(土)、四丁目西自治会主催サマー・フェスタ 2015 が開催されま

した。会場の町内の管理事務所前滝前広場には、晩夏の夕風が吹き抜ける頃、

多くの住民の方々や、他の町内の皆さんも集まっていました。この恒例行事は、

上質な軽音楽を、屋外で多くの人に聞いていただくのが主旨で、アーチスト達

もアマチュアバンドではなく、ライブハウスなどで活躍しているミュージシャ

ンに演奏をお願いしているそうです。Yumi Sugimoto Seputet による演奏に、

満席の皆さんは、聞き入っておられました。売店では、焼きそば、焼き鳥、ビ

ール、ワイン、コーヒー、ケーキなどが販売されていました。 

 

 

９月６日(日)、六丁目自治会主催ふれあい祭りが須郷台公園にて開催されました。

当日は、曇り時々雨模様のあいにくの天候でしたが、午後４時の開会近くになる

と、待ちかねていた多くの住民の方々が集まって来られました。お目当ては、焼

肉、フランクフルト、やきそばです。お店の前には、長蛇の列ができていました。

子ども会との共催のスイカ割りやビンゴゲームでは、一喜一憂の声が公園に響き

わたりました。一方の大人向けは、やはり生ビールです。薄暮の公園に明りが灯

ると、雰囲気が一気に盛り上がり、あちらこちらに親睦の輪ができていました。 

 
 

 

 

10 月８日(木)、緑園バス運行協議会が四丁目東の街コミュ二ティハウ

ス会議室にて開催され、当初の予定より遅れ、12 月 1 日～4 月 30 日に

試験運行を行うことが確認されました。この日は、相鉄バス㈱及び神奈川

中央交通㈱両社の担当者も出席し、試験運行の実施内容につき提案いただ

きました。既に、国土交通省には運行の届出を済ませております。 

協議会終了後、横浜市道路局が準備された運行協議会及び二社による協

定書への捺印が行われ、書類が関係者に配布されました。 

試験運行の概要は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

１０月７日(水)、緑園なえば保育園を長谷川が訪問しました。秋晴れの

日の昼下がり、緑園四丁目の丘の上に立つ園舎に着き、ブザーを押すと

向田まり子園長と内田宏和主任が出迎えてくれました。保育室では、大

勢の園児達がお昼寝をしていました。多目的ホールでは、先生方が運動

会で飾る手づくりの小旗の準備をされていました。この地に当保育園が

開園したのは平成 15 年(2003 年)4 月 1 日で、12 年経過しています。

２年前には、五丁目に分園「あかちゃんのいえ」が開園しています。 

向田園長より園の方針について伺いました。「みんなちがって、みんな

いい すくすくまっすぐ、おひさまに向かう苗のように。人として身につけたい力(まねる、応える、

意志を出す、ほめる、恥を感じる、感謝する、勝ちたいと思う)を、大人と

たくさんあそび、人に懐き、人を信頼する強い気持ちを育てたいと思います」

とのことでした。 

また、園として大切にしていることは、安全・安心な環境づくりと食の提

供です。建物の建設にあたっては、人体に悪影響を及ぼす恐れのある化学物

質はできるだけ避け、子どもが手にする所には、あたたかくぬくもりのある

木材を使用しています。また給食の材料には、なるべく農薬を使用しない自

然作物を使用し、日頃から園児に食育を行っています。米作りでは、毎年山

形県鶴岡市の農家を訪問。生産者の方々の支援で田植え(一泊)、稲刈(二泊)

の日程で子ども達が勉強体験する機会をつくっています。緑園東小学校との

交流では、長年にわたり小学生と一緒に野菜づくり活動を行っています。 

地域との交流も盛んに行われています。緑園五丁目夏祭りに参加したり、10 月 31 日(土)開催の「緑

園街カフェ」では、今春に続き、年長組が歌を披露される予定です。また、緑園年末清掃にも参加され

ています。園では、自治会の他、緑園地区社会福祉協議会にも参加されています。新橋ホーム等の施設

への慰問体験も盛んに行っておられます。 

入園児の居住地域は、緑園地区はもとより、岡津、新橋、名瀬、やよい台の他旭区からも通っておら

れるそうです。総園児数は約 150 名で、卒園児の入学先は、緑園東小学校の他、最近では西小学校が

増加してきており、両校の 5 年生と翌年卒園の年長組との交流を深めているとのことです。 

今後は、緑園地区の他の園と協力して、小学校や地域との交流を深めて行きたいとのことです。恵ま

れた環境づくりが着々と進められている園の未来を感じつつ、帰路につきました。 

◆◆ 各自治会の行事報告 ◆◆ 

緑園四丁目西 

編 集 後 記 

◆◆ 緑園連合夏祭りが開催されました ◆◆ 

緑園六丁目 

Vol22 は、緑園活性化委員会や夏から秋にかけての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年末にかけてのイベントを中

心に特集したいと思います。 まだまだイベントが目白押しです。皆様ぜひご参加くださ

い。(^o^)

◆◆ １２月より緑園周回バスの試験運行が始まります ◆◆

運行協議会の様子 

――― 緑園活性化最前線 ―――

◆◆ 緑園なえば保育園訪問記 ◆◆ 

緑園東小・西小子供達 
による子供ソーラン 

緑園総合高校ダンス部 
の皆さん

舞台上での盆踊り お楽しみの抽選会 

ビールが進みます

生演奏に聞き入って 
います 

※運行ルートやバス停、時
刻表、運賃体系等の詳細
については、近々配布予
定の協議会ニュースを
ごらんください。 

No. 社名 運行期間 運行ルート（区間）

1 相鉄バス㈱ 12月01日～02月29日 二俣川～緑園循環～二俣川

2 神奈川中央交通㈱ 02月01日～04月30日 やよい台～緑園循環～やよい台

　　　　試験運行の概要

向田園長(左)と内田主任(右)




