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緑園連合自治会
八谷 道紀
伊藤 正男

緑園地区社会福祉協議会
会長 菅野英夫

緑園地域の皆様、新年あけましておめでとうございます。健やかな新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
緑園地区社協は、少子高齢化が進展する中、地域住民が安心して暮らせるために、
更に充実を図るため、連合自治会や緑園地区の各種団体及び行政や地域ケアプラザ
等と連携を図り、地域の福祉活動に取り組んでいます。昨年は、第２期福祉保健計
画の最終年度として、子育て支援や高齢者支援を始め、地域住民との交流の場とし
て、カラオケや踊りなどの芸能中心の「緑園福祉ふれあいフェステイバル」や、各
自治会を含む 34 団体及び保育園から大学生までが参加の「緑園地域福祉ふれあい
祭り」を開催しました。
「ふれあい祭り」では幼児の遊び場も設置、近隣にはない世
代を超えた集いとなりました。高齢者が楽しく過ごせるまちをめざし、民生児童委員、保健活動推進委
員、友愛、ケアプラザ合同交流会では、閉じこもり防止や一人暮らしの対応等を検討し、高齢者食事会
や室内ゲーム大会などで、各種団体が主催する高齢者居場所と共に、ふれあいの場づくりとして成果に
結びつけることが出来ました。また、近隣の施設訪問や障がい者施設支援にも取り組み、保育園児のご
協力もいただき、楽器演奏、踊り、歌で楽しいひと時を提供することが出来ました。これらの活動は、
当社協ホームページ（
“緑園社協”で検索）や 2 ヶ月に 1 回発行される「地区社協だより緑園」で情報
公開しています。
さて、今年は第 3 期福祉保健計画がスタートします。昨年、研修会や役員・定例会等で検討し緑園
地区社協が今後進める５ヶ年（平成 28 年～32 年度）」計画を立案決定しました。スローガンは、前
期に引きつづき「人・和のあるまち緑園」で、目指すまちの姿は「緑豊かな心あふれるまち! 福祉活動
の充実で安心して暮らせるまち!」です。このような「まちの姿」を目指し、次の三本の柱を掲げ活動に
取り組みます。
１）健やかに暮らせるまち
２）人と人、活動と活動のつながりのあるまち
３）地域活動へ参加がすすむまち
緑園地区は、平成 32 年には６５歳以上の高齢者率が 28.4％になると予想され、地区社協の役割は
ますます重要となり、取組には急を要する課題も多くあります。今後５年間の実行計画を立案し、着実
に取り組んでまいりますので、地域住民の皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。
最後に、地区社協の活動資金として、自治会を通じ「賛助会費」にご協力頂き誠に有難うございまし
た。地域の皆様のための福祉活動に有効活用いたします。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

緑園連合自治会

会長 八谷道紀
緑園の皆さん、あけましておめでとうございます。
昨年は恒例行事である夏祭り、敬老祝賀会、運動会など天候に恵まれ順調に開
催してきました。いずれの行事も多くの方が参加され、十分楽しまれたことと思
います。本年は泉区が戸塚区より分離し、区政 30 周年を迎える年になりまし
た。また、この緑園の街もその時期に開発され、住民が住み始め、現在ではほと
んど隙間もなく住戸が建てられてまいりました。緑園都市駅からの家路も、入居
当初に比べると上り坂がきついと感じられる方もだいぶ多くなってきたようで
す。昨年 12 月より相鉄バスの周回バスの試験運行が始まり、2 月からは、神奈
中バスの実証試験運行も始まります。住民の方が多く使うことによってこの路線
が本格的に運用されるわけですので、是非利用していただきたいと思います。
また、この 30 年間大きな災害などはありませんでしたが、いつ来るかわからない震災に備えて
訓練や資機材を準備をしておくことも、非常に大切な自治会の役割と考えています。西小学校、東小
学校と二つの防災拠点には飲料水や非常食、炊き出し用燃料などの備蓄がありますが、もし東日本大
震災のような地震があった場合には、とても緑園全体にいきわたる数ではないので、各家庭では飲料
水と食料(コメ、餅、パン、乾麺など)3 日分の備蓄は必須となります。
緑園の街は、素晴らしい住環境に恵まれているわけですが、清潔な道路、整然と刈り込まれた植
栽、静かで安全な道路環境などを守り続ける努力をしていく必要があると思います。
現在計画されている相鉄線の東急線、JR 線との相互乗り入れによる都内への直通運転も数年先に
迫っており、小中一貫校建設の方針も決まり、若い世代を呼び込めるような魅力ある街づくりと同時
に、街の活性化に努力を重ねていきたいと考えております。

◆◆ 緑園地区新年祝賀会が開催されました ◆◆
緑園に新春を告げる平成２８年緑園地区新年祝賀会が、１月９日（土）
、緑園地域交流センターに
て開催されました。式典には、来賓として泉区区長下村直氏、泉警察署署長平山紀朗氏、泉消防署緑
園出張所長庄司泰明氏、各学校長、議員の先生方など多数ご出席いただきました。主催者を代表して
八谷道紀連合会長より挨拶、続いて、来賓を代表して下村区長がご挨拶と続き、来賓・地域代表によ
る鏡開きが行われました。舞台では緑園西小学校児童有志による和太鼓演奏や半ケ谷獅子保存会によ
る獅子舞が演じられ、会場のあちらこちらに話の輪ができました。

八谷連合会長挨拶

下村泉区長のご挨拶

代表による鏡開き

◆◆ 緑園バス試験運行報告 ◆◆
新年明けましておめでとうございます。緑園バス運行推進協議会は、横浜市道路局及び泉区総務部
区政推進課のご指導、ご協力により、昨年 12 月１日(火)より３
カ月間の予定で、相鉄バスによるテスト運行を開始しておりま
す。当日は、テスト運行を祝うかのような晴天に恵まれ、緑園都
市駅前のバス停では、協議会関係者や地域の有志の方々など、大
勢の乗客が乗り込み、にぎやかな船出となりました。2 月 1 日
(月)からは、神奈中バスによる 弥生台～緑園循環～弥生台路線
のテスト運行がスタートします。住民の皆様には、一人でも多く
の方々にご乗車いただき、本運行につなげたいと思いますのでご
協力お願い致します。
尚、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・掲示予定の協議会ニュースをごらんください。
協議会関係者ら初乗り

緑園西小児童の和太鼓演奏
1

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（往復）

2

神奈中㈱

02月01日～04月30日

弥生台～緑園循環～弥生台（往復）
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――― 緑園活性化最前線 ―――

◆◆ 地域と区のつどいが開催されました ◆◆
去る 11 月 15 日(日)、緑園地域交流センターにて平成 27 年度地域(緑
園)と区のつどいが開催されました。当日は、泉区区長下村直氏はじめ泉消
防署、福祉保健センター、泉土木事務所など各所属長、職員総勢約 20 名
が出席され、緑園地域からは八谷道紀連合会長はじめ各団体の代表や各自
治会の代表など総勢約 30 名出席の盛況な会議となりました。
会議では、あらかじめ地域から区側に提案された要望・課題につき、区
側から回答一覧文書が配布され、白熱した質疑・議論が展開されました。

◆◆ 緑園子ども見守りプロジェクト秋季セレモニー実施報告 ◆◆
11 月 20 日(金)、緑園子ども見守りプロジェクト部会秋季セレモニーが緑園東小学校体育館にて開
催されました。会場には、緑園東小学校・同西小学校３年生及び多くの保護者や地域のサポーターが集
結、司会の下山隆防犯指導員が開会宣言。主催者を代表して長谷川幹夫委員長が挨拶、副島江理子東小
学校校長の挨拶の後、泉警察署生活安全課少年係山口實氏による防犯・交通安全の講話や連合自治会防
犯防災部長田村守雄氏による注意事項の紹介があり、児童らによる 185 鉢分の花苗袋詰め作業が行わ
れました。各袋には、花を育ててくださる各家庭宛の児童からの手紙が添えられました。代表児童によ
る地域代表への贈呈式ののち、協力者による花苗の各家庭への配達が行われました。

会議の様子

※本紙折込版に詳細掲載

◆◆ 緑園福祉ふれあい祭りが開催されました ◆◆
緑園地区社会福祉協議会主催、緑園連合自治会後援緑園福祉ふれあい祭りが、10 月 25 日(日)、緑
園西小学校体育館・校庭を会場として開催されました。当日は好天にも恵まれ、多くの来賓や地域住民
の方々が参加されました。
式典では、主催者を代表して菅野英夫代表が挨拶、来賓のご挨拶と続き、西小学校児童による和太鼓
演奏で、お祭りの幕が開きました。今年は、参加団体のブース・出演総数が 34 にのぼり、幼稚園から
大学、一般成人まですべての年代の方々の参加により交流が図られ、有意義な福祉ふれあい祭りとな
りました。体育館では、保活の皆さんによる健康チェックやぐりんによる子育て広場などのサービス
コーナーに多くの行列ができていました。一方、校庭では、岩手田老地区ゆいとり工房の出店や東・西
小学校児童と大人による横浜市歌踊りなど、随所で思いやりの新しい取組が目をひきました。

和太鼓演奏

ゆいとり工房

市歌踊り

小島博部会長より説明

花に手紙を添えて

地域の代表に贈呈

《安全・安心まちづくりフォーラムにて発表》
警察庁生活安全企画課主催「安全・安心まちづくりフォーラム」が、12 月 12 日(土)、ベルサー
ル神保町にて開催されました。このフォーラムにて、小島博部会長が神奈川県を代表して、
「花に水
遣りしながら子どもを守ろう」をテーマとして事例紹介発表をしました。警察庁では、一都十県で
活躍している 44 のグループを集め「持続可能な安
全・安心まちづくりの推進方策に係るボランティア
団体ワークショップ」を、昨年度より展開してきま
した。当緑園チームは、神奈川県の他の三つのグル
ープとともにワークショップに参加してきました。
今回の関東ブロックフォーラムでは 1 都 5 県の代
質問に答える小島部会長
長谷川会長(手前)
表 6 名により活動事例が紹介されました。

健康チェック

◆◆ 各自治会の行事報告 ◆◆
緑園一丁目

◆◆ 緑園年末防犯総決起大会が挙行されました ◆◆

２年に一度のバス旅行が 11 月 15 日(日)催行されました。一同 77 名は甲
斐路に向かい、先ずは「影絵の森美術館」へ到着。藤城清治のファンタジック
な美しい影絵の世界を堪能しました。つぎは近くのほうとう会館でご当地名物
ほうとう定食をいただきました。外に出ると雨はすっかり上がり青空がのぞい
ていました。ここから名勝昇仙峡のハイキングコースです。迫力満点の仙娥滝
からゴールまで下り、記念撮影のあと食べ放題のぶどう狩りを楽しみました。

12 月 22 日(火)、年末恒例の緑園連合自治会防犯防災部(部長田村守
雄氏)主催防犯総決起大会が地域交流センターにて挙行されました。当日
は、泉警察署生活安全課長竹村誠司氏による講話「泉区の治安情勢につ
いて」や神奈川県くらし安全交通課の皆さんによる寸劇が披露されまし
た。清水隆司防犯防災部副部長が振り込め詐欺他追放宣言を読み上げ全
員で唱和し第一部が終了。第二部では関係者全員が緑園都市駅前交番前
に集結し記念撮影の後、域内を二手に分かれてパトロールしました。

ぶどう狩り

緑園二丁目
恒例の餅つき大会が 12 月 20 日(日)、東田谷公園にて開催されました。米
120kg を搗き、あんこもち、黄粉餅にし、温かい豚汁とともにふるまわれまし
た。当日は、ぬけるような晴天にも恵まれ、多くの会員の他、緑園西小学校の小
宮校長はじめ職員の方々も駆けつけられ、大いに盛り上がりました。会場では、
坂の駅ポンテやフェリス女学院大学学生による野菜やお菓子の販売も行われま
した。

全員集合

◆◆ 緑園年末一斉清掃が行われました ◆◆
年末恒例の緑園一斉清掃(緑園連合自治会・RCA 共
催)が 12 月 13 日(日)8 時より開催されました。各自
治会や各学校、サークル、団体の参加協力のもと、公園
や駅周辺、四季の道などの清掃が行われ、街がきれいに
なりました。朝は小雨の降るあいにくの天候でしたが、
本部では暖かい缶コーヒ が振る舞われました。

豚汁サービス

緑園五丁目
恒例の、五丁目自治会の年末「もちつき大会」は、去る 12
月 6 日(土)無風晴天の下、盛大開催されました。準備され、
たくさんの地域住民 300 人余が参加され、師走のひと時を
あちこちでふれあいがあり楽しみました。

説明に聞き入る児童ら

編 集 後 記
つきたてのあんこ餅・きな粉餅
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緑園都市西口本部

ラービーの子ども達

新年あけましておめでとうございます。本年も緑園連合 News をよろしくお願いいたし
ます。Vol.23 いかがでしたでしょうか？次号は 4 月 15 日発行予定です。今年は暖冬
でしたが、急に寒くなってきました。皆さま体調を崩されぬよう、お気を付けてお過ごし
ください。 (^o^)
【編集委員】伊藤正男、長谷川幹夫、田谷善宏、畑 浩太
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