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あけましておめでとうございます。皆様が新たな年を迎えられましたことを、心

よりお喜び申し上げます。 

昨年は、、西日本豪雨、大阪北部や北海道地震、相次ぐ台風被害など、日ごろの災

害への備えが重要であることを再認識する一年でした。今年は元号が替わり、ラグ

ビーワールドカップも開催されますが、平穏な年であることを願っています。 

自治会活動は、地域の活性化、高齢化対策、災害時対策など多くの課題を抱えて

いますが、役員の高齢化、担い手不足が深刻な問題となっております。この一年は、

事業を見直し、必要な活動に人手を集中し、優先順位の低い活動はスリム化するよ

うに検討していきたいと思います。 

皆様には引き続きご支援をお願いするとともに、毎度のお願いとなりますが。自治会活動に余り関

心の無い方にも、どのような形でも、一寸だけでも良いので参画していただくようにお願いします。 

 

 
 
1 月 12 日(土)、緑園連合自治会主催緑園地区新年祝賀会が緑園地域交流センターにて開催されまし

た。司会の井上喜芳副会長より開会の挨拶があり、緑園東･西小学校和太鼓クラブの皆さんの和太鼓演

奏のあと、成田会長より新年のご挨拶がありました。 

今年も多くの来賓がご出席され、泉区役所区長額田樹子氏、泉区連合自治会町内会会長会会長馬場

勝巳氏、泉警察署署長川端雅史氏、泉消防署署長森田清氏よりご祝辞を戴きました。式典後の休憩時間

で、緑園西小学校五年生有志による大道芸が披露されました。後半の懇親会では、鏡開きが行われ、伊

藤実行委員長の音頭で乾杯、半ヶ谷獅子舞保存会により獅子舞が披露される中で歓談･交流がなされ、

緑園地区社会福祉協議会会長菅野英夫氏の一本締めで中締めとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
去る 11 月 4 日(日)、平成 30 年度緑園地区「地域と区のつどい」が緑園地域交流センターにて開

催されました。区側は、泉区区長額田樹子氏や泉消防署署長森田清氏はじめ各部･所の管理職や、緑園

義務教育学校関連で、横浜市教育委員会の横山浩課長含め総勢 17 名、地域からは成田緑園連合自治

会会長以下役員や各自治会代表

など総勢 33 名が出席。予め地

域側から区に提出され、区側か

ら回答のあった一覧(右表)に従

い説明･質疑が行われました。当

日の資料等の内容の詳細につき

ましては、各自治会の回覧や掲

示板等の資料をご覧ください。 

 

 

 

 

皆様、新年あけましておめでとうございます。健やかに新年をお迎えのことと

お慶び申し上げます。日頃は緑園地区社協の諸活動にご理解ご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。泉区全体・緑園の人口は緩やかに減少傾向にある中、65 歳以上

の高齢者は 2025 年には 31.1％と予想されています。特に緑園地区はその傾向

が強く、泉区全体に比べ急速に高齢化世帯が多くなると予想されています。 

注目すべき点は、家族だけでは解決できない生活上の困りごとが増えてくると

考えられます。また平成３４年開校する緑園義務教育学校に向けた見守り活動、

一人住まい高齢者や災害時要援護者の見守り活動があげられます。これらの活動

は団体と団体のつながりで、協働で推進することが重要です。各種団体や個人で

活動している方々と地区社協が中心となり推進する所存です。 

また、助け合い活動におきましては今年の活動の主テーマに取り上げ、各地区で実施している「助け

あい活動」を参考として、緑園地域に展開を検討する所存です。そして福祉活動の拠点として「西小学

校の後利用」は連合自治会・RCA と連携して推進を図って行くことを考えています。2025 年に向け

「医療・介護・介護予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム」を連合自治会、行政

及びケアプラザと共に構築していきます。 

緑園地区社協の「困ったときの相談窓口」として下記の電話を設置しましたのでご利用ください。

後に地区社協の活動資金となる「賛助会費」に今までにない多くのご支援いただき感謝申し上げます。

地域の皆様のための福祉活動に有効活用いたしますので、本年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

10 月 28 日(日)、平成 30 年度緑園福祉ふれあい祭りが緑園西

小学校体育館･校庭を会場として盛大に開催されました。緑園地区

社会福祉協議会主催、緑園連合自治会後援で企画され、各自治会、

各種団体、各保育園、学校、施設など 36 の団体が参加し、保育園

児から大学生、青年層、シニア層まで多くの市民参加で大いに盛り

上がりました。昨年度はあいにく台風襲来の影響で中止となりまし

たが、当日は朝から好天に恵まれ、各ブースを運営された皆さんや

来訪者など和気あいあいに楽しいふれあいが見られました。 
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◆◆ 会長 年頭のご挨拶 ◆◆ 

◆◆ 緑園地区社会福祉協議会代表 新年の抱負 ◆◆

◆◆ 緑園地区新年祝賀会が開催されました ◆◆ 

和太鼓演奏 

緑園東･西小和太鼓クラブ 
による和太鼓演奏 

来賓及び緑園地区代表に
よる鏡開き

緑園西小学校五年生有志 
による大道芸 

半ヶ谷獅子舞保存会 
による獅子舞

緑園連合自治会
会長 成田俊人

緑園地区社会福祉協議会
会長 菅野英夫

◆◆ 「地域と区のつどい」が開催されました ◆◆ 

■事前提案項目 
1.神明台処分地について 
2.(1)緑園義務教育学校整備工事について 

(2)信号機の設置について 
3.(1)緑園東小学校の設備等改善について 

(2)地域防災拠点について 
4.緑園西小学校跡地利用について 
5.北ノ入公園の車止めについて 

額田区長ご挨拶 

◆◆ 緑園福祉ふれあい祭りが盛大に開催されました ◆◆

緑園地区社会福祉協議会窓口電話：090-3426-0294 

会場の様子 

東･西小児童の和太鼓演奏 健康管理指導 ゆいとり工房支援 坂の駅ポンテ 

岡津中生徒のダンス るんるんバルーン フェリス大学生のフラメンコ あらめや音頭 
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12 月 2 日(日)もちつき大会が緑園稲荷谷公園に

て開催されました。米９０ｋｇを使用し、あんこ

もち、きなこもち、白もちにし、けんちん汁と一

緒にふるまわれました。坂の駅ポンテによる野菜

販売やフェリス女学院大学学生によるフェアト

レードも出店しにぎわっていました。 

 

 

12 月 9 日(日)餅つき大会が緑園東田谷公園にて

開催されました。米 110 ㎏を使用し、あんこも

ち、きなこもちにし、豚汁と一緒にふるまわれま

した。坂の駅ポンテによる野菜販売やフェリス女

学院大学学生によるフェアトレードも出店し、多

くの住民が繰り出し、ふれあいが見られました。 

 

 

11 月 25 日(日)、恒例の「秋のレクレーション」

が実施されました。総勢 78 名が 2 台のバスに分

乗し、江戸東京博物館見学、東武ホテルのビュッ

フェで昼食、東京スカイツリー見学･周遊をし、楽

しいバス旅行となりました。 

 

 

12 月 1 日(土)「もちつき大会」が北ノ入公園に

て開催されました。オモチ、トン汁、ビール、お

酒、ソフトドリンク、産地野菜販売、ビンゴゲー

ムの他に防災関係展示があり、例年になく暖かい

陽気にさそわれるように、たくさんの地域住民が

集い、ふれあいと親睦が見られました。 

 

 

12 月 16 日(日)餅つき大会が須郷台公園に

て開催されました。餅つき器も利用し米 60

㎏を搗いて、きなこもち･あんこもちにし、

具沢山の暖かい豚汁や玉こんにゃくととも

にふるまわれ好評でした。子供達も思いっき

り餅つきを楽しみました。 

 

 

12 月 8 日(土)、子供会によるクリスマス会

に続き７丁目公園を会場としてもちつき大

会が開催されました。米 45 ㎏を搗いて、あ

んこもち･きなこもち･白もちにし、芋煮風の

豚汁とともにふるまわれました。多くの住民

たちがテーブルを囲んで親睦を深めている

のが印象的でした。 

 
 

 
11 月 17 日(土)、横浜市・相鉄グループ(相鉄いずみ野線 環境未来

都市)主催、緑園地区活性化委員会後援、フェリス女学院大学学生有志･

街カフェ実行委員会･地元有志協力の緑園街マルシェが緑園都市駅前

相鉄ライフ前広場にて開催されました。 

会場には相鉄ローゼン青空市やフェリス女学院大学生によるフェ

アトレードなどのお店の他各種ハンドメイドショップ、ワークショッ

プなどが出店。ミニステージでは保育園児から大学生まで、出演し終

日にぎわいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度緑園年末防犯総決起大会(主催 緑園連合自治会防犯･防災部)が、12 月 18 日(火)に緑

園地域交流センター中心に開催されました。 

大会には、泉警察署生活安全課長千種正氏、泉区地域振興課長丸山裕二氏はじめお巡りさんや職員の

方々に出席いただき、千種課長には泉区の治安情勢についての講演を、丸山

課長には泉区の防犯についての講話をいただきました。また新橋ケアプラザ

の職員による寸劇も演じられ大いに盛り上がりました。締めは野崎朝博副部

長が振り込め詐欺・悪質商法追放宣言を読み上げ、全員で唱和しました。そ

の後、参加者全員が緑園都市駅東口交番前に移動し、再度追放宣言を唱和し、

二組に分かれて緑園地域内を防犯パトロールし防犯を呼びかけました。 
 
 
 
12 月 9 日(日)、年末恒例の緑園一斉清掃(緑園連合自治会･緑園都市コミュ二ティ協会共催)が挙行

されました。この清掃行事は、各自治会による公園清掃のほか、各学校や企業はじめ各団体が参加し

て、緑園都市駅周辺や道路沿い･遊歩道の一斉清掃を行い、新年を迎える行事です。 

早朝から多くの参加者が駅西口に集合。8 時に RCA

見瀬理事長の挨拶があり、チーム毎に決められた担当

エリアに移動し清掃作業が行われました。本部では軍

手やビニール袋が配られ、帚などの用具も貸し出され

ました。参加者には清掃終了後、温かいお汁粉やポタ

ージュスープがふるまわれました。 

◆◆ 各自治会の行事報告 ◆◆ ◆◆ 緑園街マルシェが開催されました ◆◆

緑園五丁目 

緑園七丁目 

緑園一丁目 

緑園二丁目 

◆◆ 緑園年末防犯総決起大会が挙行されました ◆◆

編 集 後 記

緑園六丁目 

緑園三丁目 

保育園児による演奏 西小児童による大道芸 岡津中生徒のダンス 

緑園高校学生のダンス フェリス大生の演技 東小児童の発表 ハンドメイド･ワークショップ

清掃の様子 温かいお汁粉 

◆◆ 緑園年末一斉清掃が行われました ◆◆ 

皆さま、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.35 は年末年始の行事を中心に特集しました。次号は 4 月 15 日発

行予定です。空気が非常に乾燥しています。火のもとには十分ご注意くださいませ。 


