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「ウィズコロナ！ 人生１００年時代 緑園を健康長寿のまちに！」 
 

 今年も敬老の日（９月２０日（月））を迎え、高齢者のこれまでの社会への貢献に感謝し、健康長寿 
をお祈りする様々な行事が行われました。今年の場合は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、 
集会形式を避けつつ心のこもった内容に切り替えての催しとなったようです。今号では、新型コロナ 
ウイルス感染を防止しながら、健康で長生きできるよう、関連情報をお届けしたいと思います。 
＜日本人の平均寿命と健康寿命について＞ 

（今年の７月３１日の報道による）厚生労働省のまとめによると、去年の日本人の平均寿命は女性
が８７．４５歳、男性が８１、４１歳で、前の年より女性は０．１３歳、男性は０．１６歳延びまし
た。男女ともに過去最も長くなっています。このように、寿命が年々延びてきていますが、できれば
一生元気で生活できるのが理想です。しかし、普通の日常生活に支障をきたし、何らかの原因で不自
由な生活を強いられる平均期間は、女性の場合約１２年間、男性の場合約９年間とされています。 
この不自由生活期間をいかに短くするかが、大きな課題のようです。 
＜健康寿命を延ばすためには＞ 

  適度な運動、食事の改善、健康診断による疾病の早期発見・早期治 
療など、地域を挙げての取り組みが求められています。 

  このテーマは、高齢者のみならず、現役の若い方々にも共通の課題 
として、取り組む必要がありそうです。お元気に活躍されておられる 

ご高齢の方に、その秘訣を伺うのもよいかもしれません。 
 
 
 
  ９月２０日（祝・月）に予定していました緑園地区敬老祝賀会は、新型コロ 
ナウイルス感染予防の観点から、昨年度同様に中止となりましたが、７５歳以 
上の方々には記念品をお届け致しました。各自治会に、７５歳以上の応募者リ 
ストを作成していただいた結果、合計１，１３５名の方々から応募がありまし 
た。また、７７歳、８８歳、９９歳、１００歳の方々には、お祝いの商品券を 
お届け致しました。 

  お祝い品の仕分け作業・各自治会への引き渡しは、当初 
の計画では９月１８日（土）に予定していましたが、台風 

１４号の影響で悪天候が予想されましたので、急遽１７日 
（金）に繰り上げ実施致しました。各自治会では、天候の 
回復を待って、自治会役員、班長諸氏の協力で家々に届け 
られました。 
 右表には、丁目別の応募者数を示しています。また下表 
には、緑園地区の高齢者人口データを示しています。   

  
 
 
 
 
 

 （統計値：泉区役所よりいただいた資料より引用） 

 
 
 

緑園地区保健活動推進員 代表 

     岡本けい子 
 皆さま、体調はいかがですか？新型コロナワクチンの接種はお済でしょうか？「緊急事態宣言」は解
除されましたが、変異ウイルスの広がりで子どもたちの学校生活にも大きく影響しています。 
 私達保健活動推進員も、通常の仕事、イベントの中止により活動も出来ず戸惑っています。 
 今年は、いつまでも厳しい残暑が続いたり、急に寒い長雨が来たりしたことも重なって、家に閉じこ
もりがちの毎日が続いたことと思います。外出時にはマスクを着用し、バランスの良い食事、軽い運動
などで体を動かし、睡眠も十分にとりましょう。まだまだ長引くと思われる新型コロナウイルスに負け
ないように、お互いに気をつけてまいりましょう。 
 
 
 
 泉区役所では、区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラが一体となった新たな地域支援チームを、

令和３年度から導入しました。 
 
 令和３年度 、緑園地区チームリーダー・サブリーダーは次の通り。（敬称略） 
チームリーダー：保険年金課長 丹羽 仁志 
サブリーダー：区政推進課まちづくり調整担当係長 稲垣 伸人 
サブリーダー：福祉保健課健康づくり係長 池田 敬士 
 
 
 
 
 緑園地区活性化委員会「緑園坂の駅ポンテ部会」（大嶋裕司部会

長）では、夏野菜販売会を６月２６日（土）～７月２４日（土）、
毎週、１５：００～１７：３０、サンステージ東の街交差点噴水
広場前にて開催致しました。片野農園で朝採りされた新鮮野菜が
飛ぶように売れていました。７月１７日（土）泉区長深川敦子氏
と区政推進課地域力推進担当職員齋藤海人氏が会場に視察に来ら

れました。野菜を購入されたり、関係者と交流されていました。 
 
 
 
 
 新型コロナウイルス感染防止対策のために、昨年度同様に、今年度も大変残念ですが、やむを得ず次
のとおり多くの行事を中止することになりました。 

 

 

緑園連合 News 

◇◇ 敬老の日特集 ◇◇ 

◇◇ 令和３年度緑園地区敬老祝賀行事報告 ◇◇ 

◇◇ 新型コロナウイルス禍における生活のありかたについて ◇◇ 2021年10月15日 vol.46 

発 行   緑園連合自治会 

発行責任者 成田 俊人 
編集責任者 貝沼 貞夫 

◇◇ 泉区の新しい地域支援体制について ◇◇ 

平均寿命の構図 

記念品と挨拶文 

　　　　　　　丁目別応募者数
　丁目 ７５歳以上 参考）７５歳以上

統計値（本年３月末）
1 77
2 161
3 151
４西 169
４東 238
5 57
6 232
7 50
計 1135

７７歳：１２２名 ８８歳：４４名
９９歳：　　３名 １００歳：２名

95
1673

331

207
231

550

101

158

◇◇ 緑園地区活性化委員会「緑園坂の駅ポンテ部会」活動報告 ◇◇ 

＜ 令和３年度 緑園連合自治会行事予定について ＞ 

多くのお客さんで
にぎわう会場 右）深川区長 

左）齋藤職員 

総人口 13,686

６５歳以上 3,994

７５歳以上 1,673 12.2

緑園地区の本年３月末現在、高齢者人口

　　　　人
総人口に占める
割合　（％）

100

29.2

　　　行　事　名 　月　日 　曜　日 　　　　主　催 　　　　場　　所 　備　考
連合自治会総会 5月15日 　　土 連合自治会 地域交流センター 書面議決
①緑園夏祭り大会 8月7日 　　土 連合自治会 西小校庭 中　　　止
②緑園敬老祝賀会 9月20日 祝・月 連合自治会／社協 地域交流センター ※１

③緑園連合運動会 10月3日 日 連合自治会 西小又は東小校庭 中　　　止

④福祉ふれあい祭り10月24日 日 社協／連合自治会 西小校庭・体育館 中　　　止
⑤緑園地区一斉清掃 12月12日 日 連合自治会／ＲＣＡ 緑園全域
⑥年末特別パトロール 12月14日 火 連合自治会 緑園全域
⑦新年祝賀会 1月8日 土 連合自治会 地域交流センター
⑧新春マラソン大会 2月5日 土 連合自治会／ＲＣＡ 東小・同周辺
※１：９月１８日（土）に記念品贈呈のみ実施。
※２：概ね３～４か月前に開催の可否を決定。

※２
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－ 令和４年度開校に向けて  連載「その４」－ 
 

 緑園義務教育学校は、来年（令和４年）４月に開校を予定しており、学校整備工事や標準服、PTA 
等のさまざまな項目について、開校準備が進められています。本号では、連載「その４」として、開 
校準備委員会や整備工事の進捗状況についてお知らせ致します。 
 

緑園義務教育学校開校準備委員会について 
 第５回緑園義務教育学校開校準備委員会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面に 
よる開催となりました。以下、その概要についてお知らせ致します。 
（横浜市教育委員会事務局教育課程推進室資料より一部抜粋して引用） 
１ 報告事項 
（１）開校準備の進捗状況について 
 ア 施設整備について 

後述します。 

 イ 学校名（通称）について 
横浜市の義務教育学校では、児童生徒・保護者・地域にとって親しみやすく、呼びやすい名 
称として、通称を定めています。今後、原則として、通称である「横浜市立義務教育学校 緑 
園学園」を使用します。当該通称は、学校、地域関係者より公募を行い、保護者・地域・学 
識経験者等で構成する緑園地区義務教育学校開校準備部会において選出し、横浜市学校規模 
適正化等検討委員会より、学校名案として答申されたものです。 

 ウ 標準服等について 
緑園東・西小学校５～６年生にアンケート調査を行い、また標準服等検討部会において製造 
メーカーによるプレゼンテーション審査を行い、標準服は、(株)明石スクールユニフォーム 
カンパニー、ジャージ・体操服については、(株)トンボのデザインを選定しました。 

エ PTA について 
PTA 部会において、組織・規約について検討しています。 

（２）開校説明会開催について 
令和３年１０月下旬 緑園東小学校（体育館）、緑園西小学校（体育館）をそれぞれ会場として、２ 
回実施。（開催方法等は検討中） 

（３）校歌の検討について 

緑園学園校歌の制定について、準備を開始します。令和３年度は、標準服等検討部会を校歌制定委 
員会準備部会として位置づけ、令和４年度の校歌制定委員会の発足に向けて準備を進めます。 

（４）後期課程の給食について 
横浜市の中学校では、中学校給食（デリバリー型）のほかに、施設一体型義務教育学校の西金沢学 
園において、令和３年度から前期課程の給食室を活用した自校調理方式での給食を提供しています。 
同じく施設一体型義務教育学校として開校する緑園学園においても、緑園東小・緑園西小 PTA か 
ら要望書が提出されたことや、一体型施設の特徴を生かし、衛生的に調理・運搬することが可能で 
あることを踏まえ、前期課程の給食室を活用した自校調理方式で給食を提供します。 

２ 議題 
（１）校章デザインの選考について （最終選考） 
 ４月末まで公募を行い、９９件の応募をいただきました。その後、学校、保護者 
 の代表等からなる、標準服等検討部会、開校準備委員会の選定を経て、決定しま 
した。 

 
緑園義務教育学校施設整備の進捗状況について 
 ９月現在、工事は順調に進捗しており、増築する屋内運動場、武道場については、 
躯体が立ち上がり、以前の緑園東小校舎の周りには足場が設置され、改修工事 
が進んでいます。 

 
 

 
 
 
 令和３年度活性化委員会代表者委員会は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、集会方式に代 

え、書面による審議・議決方式で実施致しました。 
 
＜書面による審議・議決内容について＞ 
対象委員：各自治会代表、特別推薦、各団体代表総員２８名 
審議・議決内容： 
  第１号議案 令和２年度事業報告 
  第２号議案 令和２年度決算報告 
  第３号議案 令和３年度事業計画案 
  第４号議案 令和３年度予算案 
  第５号議案 令和３年度役員案 
集計の結果：回答数２３名（回答率８２％） 
  全員賛成でした。 

以上の結果、５議案とも可決しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 緑園地区活性化委員会「緑の園の継承部会」（横川満部会長）では、一丁目、二丁目、三丁目が協力 
して、フェリス女学院大学前～東田谷公園入口～二丁目バス停～三丁目のメイン道路中心に、サツキ 

等の植栽の手入れや除草作業を行っています。 
 新型コロナ禍の影響を受けていますが、可能な限り作業を継続しています。今年も、５月中旬より 
サツキが見事に開花し、通る人々の目を楽しませていました。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 横浜市立岡津小学校は創立１００周年を迎えられ、１０月３０日（土）同校体育館にて、式典が予 
定されています。また、横浜市立新橋小学校は創立５０周年を迎えられ、１１月６日（土）同校体育 
館にて、式典が予定されています。 

◇◇ 緑園義務教育学校特集 ◇◇ 

今号では敬老の日を特集しました。感染が再拡大している中、イベントがなかなかできな

い状況が続きますが、コロナ禍でもゆたかな生活ができるよう、緑園地区を盛り上げてい

きましょう。次号は１月 15 日発行予定です。 

【編集委員】貝沼貞夫、長谷川幹夫、田谷善宏、鈴木英範、森田伸一、飯塚智明 

◇◇ 令和３年度 緑園地区活性化委員会 ◇◇ 

編 集 後 記 

◇◇ 岡津小学校・新橋小学校周年行事のご紹介です ◇◇ 

緑園義務教育学校関連のさまざまな情報については、緑園連合自治会発行の資料や横浜市教育委員会のホ
ームページ等もご覧願います。 

＜役員＞

＜泉区地域協議会緑園地区代表＞
役　　職
委員
委員 成田俊人

長谷川幹夫
氏　　名

会計
会計監事
会計監事
総務部長
総務副部長
総務副部長

小島博
鈴木照明
伊藤正男
佐藤佑幸
大嶋裕司
鈴木和夫

役　　職 氏　　名

長谷川幹夫
成田俊人
鈴木清文
清水国雄

委員長
副委員長
副委員長
会計

地域住民の地域活動参加の条件整備

１．緑の園の継承

２．緑園坂の駅ポンテ

３．小学生総合学習支援※１

４．緑園子ども見守りプロジェクト※１

５．タスカル

６．緑園街マルシェ

７．フェリス女学院大学との連携

8．地域デビュー支援

岡部容子

鈴木清文

長谷川幹夫

地域の緑整

買い物支援・地産地消

東小・西小児童の総合的学習支援

花育てで小学生見守り

地域住民交流事業

後援（主催：相鉄Ｈ・横浜市）

学生の地域行事への参加・参画調整

＜事業内容＞

※１小学生見守り事業部

部　会　名 事　業　内　容 部　会　長

横川満

大嶋裕司

鈴木照明

小島博

長谷川幹夫

◇◇ 緑園地区活性化委員会「緑の園の継承部会」活動報告 ◇◇ 

緑園一丁目 緑園二丁目付近 緑園三丁目付近 

編 集 後 記 


