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☆☆ 緑園の街の看板、四季の径 ☆☆ 

緑園都市コミュニティ協会理事長：見瀬 賢悟 

会員の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素より RCA 活動に対して多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 

さて、オミクロン株等による今回のウイルス感染の広がりに多少好転の兆しが見えてい
るとはいえ、まだまだ感染症の終息がいつになるのか見当もつかない状況です。緑園にお

ける我々RCA の活動も、感染拡大防止対策を十分に行いつつ進めていくことが求められて
おり、一部の活動の実施に当たっては、いわゆる三密を避けるとともにマスクの着用や手

洗い・消毒の徹底など皆様に多大なるお気遣いをお願いしております。その中で RCA と
いたしましても、あらゆる工夫等を動員し、平時における実施にできるだけ近いものを実

現できるよう努力をしてまいる所存です。 
 

ところで、このところの感染症対策により皆様も家でお過ごしになる時間が増えている
ことでしょうから、今回はこの緑園の街の看板とされている「四季の径」について触れた

いと思います。 

街の中心を南北にわたって敷設されている「四季の径」は、横浜市の泉土木が管理して

おり、緑園都市駅からこども自然公園に続く約１ｋｍの歩行者専用道路です。全体は四季

のゾーンに分かれており、北から春夏秋冬の四季折々の樹木や植栽が植えられ、散歩のた
びに草花やそこに集う昆虫の観察にほのぼのとしたものを感じることができます。歩く路

面を見ると、春夏秋冬それぞれの区域の境目に石の銘板が敷設されており、どの季節ゾー
ンを歩いているのか周りの植物と共にその季節感を味わうことができます。また、歩行者

だけの通りであり、車の往来も無いことから、子供や高齢者にとっても安全・安心の散歩
道となっており、まさに緑園の街の財産であると私は考えています。 

 
この「四季の径」の維持管理には、行政をはじめ「緑化推進クラブ」や「ハマ・ロード

サポーター」などの街の組織のほか、多くの付近住民の方々が関わっています。すなわち、
街の財産を街の住民で守っている構図です。私は、RCA 活動の一環としてのこれらの活動

に皆様のご参画を期待するとともに、引き続き、ご支援ご協力をお願い申し上げる次第で

す。 
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☆☆☆四季の径緑化ボランティア募集中☆☆☆ 

 緑園都市緑化推進クラブは、わたしたちのまち緑園を花と緑で美しくしようと有志で活
動している横浜市公認のボランティア団体です 
 
【主たる活動内容（月に数回程度）】 

       花壇の植え替え 
       花の水やり等、花壇の維持管理 
       花植え講習会などのイベントの実施 etc… 

 
【活動報告】 
① 歩道の新設 

通学路 駐車場からの視認性を良くするためつつじの高さの強剪定を敷地管理者に要
望し改修済み 

② 泉土木と共同で四季の径定期除草 
６丁目交差点 四季の径入り口 サツキが高くなりすぎ、高さ 80cm にそろえる 

③ 四季の径 樹木銘板(３年計画) 約１３０カ所 
 ２０２１年度は４０カ所取り付け積み 
④ 横浜市の緑アップ事業参加の推進課緑化推進クラブの 2021 年活動報告 
  ・四季の径沿い 3 カ所の緑化 

・四季の径冬ゾーンベンチ周辺緑化 
  ・戸建て住宅の緑化 6 カ所 
  ・その他ハンギングバスケット講習会 
 
2022 年計画 
  ・四季の径 沿い緑化 1 カ所 ローゼン裏 
  ・四季の径緑化 4 カ所    春・夏・秋ゾーンに各シンボルプランター設置 
                 冬ゾーン 80m 緑化 
  ・通学路沿い緑化 2 カ所   東の街の敷地にプランター緑化  
                 グレーシア緑園都市法面緑化 
  ・戸建て住宅の緑化 8 カ所  3 丁目・6 丁目 戸建て 
 
【連絡先】 
  ✉：ryokka.shiki@gmail.com 
        ：080-6602-5358（代表 山中） 
 
～～～緑園都市 緑化推進クラブとは～～～ 
街のシンボルとして皆様から親しまれている「四季の径」を中心に広がる緑園地域は開発
から 30 年余を経て緑化再整備が必要と思われる状況になってまいりました。 
 私ども「緑園都市 緑化推進クラブ」は、地域の緑化の再整備を行い良好な環境と資産価
値の維持を図ることを目指して緑園 3、4、6 丁目の有志により結成された組織です。 
「四季の径周辺緑化改善計画」を作成し、横浜市が進める「地域緑のまちづくり事業」に
応募した結果、採択され、2021 年 3 月に横浜市と協定を締結して 3 年間の活動を開始い
たしました。 
 
また本クラブの活動については緑園都市コミュニティ協会(RCA)の活動趣旨に沿っている
と認定され協賛を得ております。 
 
計画の詳細は横浜市のホームページにも掲載されています 
 検索先 ： 地域緑化計画・活動状況（緑園都市地区）-横浜市 

mailto:ryokka.shiki@gmail.com


2022 年 10 月 1 日 緑園都市コミュニティ協会 

 

3 

 

地域緑のまちづくり活動：四季の径の活動状況 (1/2)  

地図引用元：https://map.goo.ne.jp/map/latlon/E139.31.39.472N35.26.29.844/zoom/10/ 

各種団体と協力して四季の径周辺の緑化、環境改善に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑園義務教育学校 

 

四季の径一帯の 樹木銘板設置 

今年度 40カ所設置 

四季の径 

RCA/泉土木協業:歩道新設 新通学路の様子 

ハマロードサポータ 

四季の径 冬・並木との協業 

 

★住まいのまちなみ活動協業 
受賞記念プレートの設置 

今後四季の径のイラスト地図

への更新予定 

西の街管理組合との協業 

 緑園学園通学路黄コース（岡津・2

東・3東・6南）の西の街敷地内通行

を管理組合総会承認 

 通学路周辺の植栽剪定を行い視界を
改善 

RCAとの協業 

 今年度防犯カメラ増設予定 

[RCA緑園地域防犯カメラシステム] 
 

②ハンギングバスケット 

講習会の実施 

作品の活用 

⓷サン・ステージ西の街緑化 
管理センター横緑化 

④サン・ステージ西の街緑化 

四季の径トンネル手前裸地改善 

①サン・ステージ西の街緑化 

セントラルスポーツ横 
 

① 

② 

⓷ 

④ 

④サン・ステージ西の街緑化 

四季の径トンネル手前 
④サン・ステージ西の街緑化 

四季の径トンネル手前 
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地域緑のまちづくり活動：四季の径の活動状況 (2/2) 
地図引用元：https://map.goo.ne.jp/map/latlon/E139.31.39.472N35.26.29.844/zoom/10/ 

各種団体と協力して四季の径周辺の緑化、環境改善に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑園義務教育学校 

★泉土木協業（定期除草） 

6丁目笹の刈込の仕様を見直し 

視界を改善 

★泉土木協業定期除草） 

6丁目交差点さつきを刈込 

視界を改善 

３丁目：戸建て緑化 

６丁目：戸建て緑化 

四季の径 

相鉄グループとの協業 

次年度に向け、相鉄ローゼン裏
のり面の改善や花壇化を検討中 

通学路緑化 

次年度に向け、東の街付
近の花壇緑化を検討中。 

グレーシア緑園都市 

ガーデンプレミア 

次年度に向けのり面緑化

の検討中 

ガーデンズコート緑園都市 
外構の緑化追加実施 

四季の径：樹木銘板を 

３年で約 130カ所設置予定 

2021年度は 40カ所設置済 

四季の径春・夏・秋ゾーン 

季節を表すシンボル・プラ
ンターを設置予定 

戸建て緑化 

2021年度 6か所対応済 

2022 年度３丁目、6 丁目で
8カ所追加予定 

https://map.goo.ne.jp/map/latlon/E139.31.39.472N35.26.29.844/zoom/10/
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☆☆☆ 緑園地区防犯パトロール協議会 ボランティア募集中 ☆☆☆ 

 
☆「緑園地区防犯パトロール協議会」は、RCA（緑園都市コミュニティ協会）と緑園連合
自治会の支援により、青色回転灯を掲げて「緑園学園」下校時の子供たちの安全を守るこ
とを目的としたボランティア団体です。 
☆毎週火曜日と木曜日の午後２時３０分（低学年下校時刻）から約１時間程度会所定のベ
ストとキャップを着用、年１回の「防犯講習」受講で取得した神奈川県警発行の『パトロ
ール実施者証』を胸に下げ、所定のコースをゆっくり（時速１５～２０ｋｍ程度）でパト
ロールします。 
☆パトロール活動は、車の運転に専念する「運転搭乗者」と助手席で周辺監視や警戒を担
当する「補助搭乗者」の原則２名体制で行います。 
☆RCA事務局駐車場（タイムズ緑園都市駅前・月極駐車場）をスタートし、各地区の公園
と緑園学園を経由してのパトロールです。 

 ＜パトロール車両の特徴＞ 

◇ニッサンＡＤ ＮＶ１５０  

◇排気量 ： １，５００ＣＣ ・ オートマチック車 

◇付帯保険： ①自動車保険(自賠責保険) 

       ②自動車（任意）保険 

        (対人・対物・人身傷害・搭乗者傷害・車両) 

       ③団体補償保険(運転中の賠償責任保険) 

       ④横浜市ボランティア保険(賠償と本人傷害) 

       ⑤事故給付(本人の死亡と傷害に対して給付) 

 
 
 
 
 
 
 
』で 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑園地区防犯パトロール協議会 

◇ コロナ禍ですので、車に同乗するお相手と２名以上でのグループ応募が 

  可能です！ご夫婦、ご友人同士などでご参加ください。 

  もちろん、個人での応募も歓迎です。 

 

◇ 運転搭乗で応募をされる方の場合は、申し訳あり 

ませんが年齢制限があります。 

  ７８歳以上の方は助手席で補助搭乗をお願いして 

います。 

 

◇ パトロール隊には女性隊員も参加しております。 
 

緑園学園児童・生徒の下校を 

『青色回転灯搭載パトカー』で 

見守るボランティア活動しませんか？ 
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☆☆☆緑園花と緑の会活動報告☆☆☆ 
～≪RCA は緑園都市駅前活性化プロジェクト活動により駅周辺の花づくりを推進中です≫～ 

RCA 緑化推進委員会・緑園花と緑の会 
 
 当会は RCA 緑化推進委員会が中心となり２０２０年６月に発足し、緑園地域住民有志で
構成され現在会員１６名で活動しています。 

２０２２年度で３年目を迎え作業範囲も増加し、月１回緑園都市駅周辺の花壇の管理・
プランターの管理・ロータリーの植栽枡の整備等を、定例共同作業日として毎月１回活動
してまいりました。 

活動実績について以下の通りご報告いたします。 
 
１） 駅東口・西口花壇づくり・整備 
「緑園花と緑の会」の活動のシンボルとして駅東口・西口の空き地に、相模鉄道様の協力
を頂き花壇を造成しています。春と秋の２回植え替えを行い駅前活性化に取り組んでお
り、地域の皆さまから好評を得ています。 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）駅東口ロータリー除草整備 
新たに駅東口ロータリーにおける作業拡大に取
り組みました。ロータリーの中心部には河津桜
とつつじの植栽があります。これまでは「チガ
ヤ」の雑草が生い茂り、特に夏場は見栄えが悪
い状況にありましたが、５月から毎月除草・剪
定作業を行い維持に努めています。 
 
 
３）駅東口ロータリーに花壇づくり 
駅東口ロータリー内の植栽部分の一部に相模鉄
道様のご了解をいただき、花壇を造成しまし
た。駅出口正面側に花植えを行い、駅前を明る
くします。今年は「ひまわり」が見事に咲きま
した。 
 
 
 
 
 

ヒマワリの開花状況 

東口ロータリーの剪定作業 

活動のシンボル：緑園都市駅東口花壇 
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４）公共場所の花壇の花の植替え 
緑園地区の公共場所の花壇管理を支援していま
す。四季の径遊歩道２ヶ所・自治会館・クラブ
ハウスに花壇があり、緑友会等が管理をしてい
ます。ＲＣＡでは春・秋の花の頒布会時に花苗
を無償提供して協力しています。駅周辺の花
壇・プランターは当会が管理しています。 
 
 
５）駅周辺の高木剪定依頼中 
当会では毎月の共同作業の他に、日頃の水
やりや駅周辺の落ち葉清掃作業を週２～３
回行っております。西口のクスノキや東口
のヤマモモが高木となり、年中落葉の清掃
が欠かせない状況です。また、東口のヤマ
モモは鳥の糞害に悩まされています。これ
らの状況の改善のために、相模鉄道様へ高
木の剪定を依頼中です。 
 
 
６）緑園都市駅高架下作業用具保管方法の改善 
当会では相模鉄道様のご了解をいただき、緑園都市駅の高架下
に日頃の作業に使用する「ほうき・水やりホース・ジョウロや
各種道具」を保管しています。整理整頓及び作業性アップのた
め、７月に新しく物置等を設置しました。 
 
 
 

☆☆☆ 住まいのまちなみコンクール表彰式・総会が開催されました ☆☆☆ 

  去る、７月８日（金）13 時より 17 時までホテルメルパルク東京で、一般

財団法人住宅生産振興財団による「第 17 回住まいのまちなみコンクール表彰

式」並びに「第 13 回すまいのまちなみネットワーク総会」が開催され、RCA

からは、内田副理事長と事務局が出席を致しました（RCA は第 16 回で受賞し

ています）。 

今回の受賞は、国土交通大臣賞：福島県いわき市葉山自治会、住まいのま

ちなみ優秀賞：福岡県ボンジョーノ三街区管理組合法人、住まいのまちなみ

賞：福岡県コモンパーク上毛彩葉管理組合、他２団体でした。 

  参加者は、北海道から沖縄まで全国から４３団体６４名が参加して開催さ

れました。 

  基調講演は、「家先のデザインとブラブラまつり」と題し、豊田洋一氏

（中部大学名誉教授、愛知県押沢台北ぶらぶらまつり代表）による、イベン

トを通して住民どうしの交流のきっかけづくりから始まり町の活性化につな

がる活動の体験談が披露され、大変参考となる内容の紹介でした。 
 

（注）RCA は、同財団からは、「すまいの街並み賞」受賞により、良好な住環境の維持管理のまちづくり

活動に対し５０万円を３年間支援を受けています。 

 

 

クラブハウスの花壇 

作業道具保管場所改善状況 

駅東口のヤマモモ  駅西口のクスノキ 
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☆☆☆☆ イベント情報 ☆☆☆☆ 
◆ 緑園オープンテニス⼤会のお知らせ ◆ 

日頃のコロナ禍での運動不足を解消し、また、緑園地域の住民どうしの交流を深めるた
め、緑園テニス同好会では、秋の平日に「緑園オープンテニス大会」〈RCA 後援〉を企画
いたしました。ご参加希望の方は、下記へメールまたは、電話で予約の上、マスク着用で
ご来場下さい。当日、会場入口では、コロナ感染防止のため、手首の消毒を実施します。 

◇ 日 時：１０月１１日（火）（雨天順延：１０月１８日（火）） 
      集合：８時４５分 試合開始：９時３０分～終了１５時 
◇ 場 所：相鉄遊水池テニスコート 
◇試合方式：ダブルスで 4 ゲーム先取のチーム対抗戦 
      ➢組合せ・対戦表は事前に事務局が準備します。 
      ➣お一人最低４試合を行います。 
◇参加費：１,０００円（参加者には、弁当（含むお茶）を提供致します） 
◇参加資格：緑園地域在住の方は、どなたでも参加できます。 
◇申込方法：申し込み期限（厳守のこと） ９月３０日（金）  
テニス同好会守口宛 Mail:tmo6148@ybb.ne.jp,または、      ：812-6905 

➢10 月 11 日（火）・18 日（火）両日の参加希望の有無を明記のこと。 なお、申込
数により参加をお断りせざるを得ない場合がありますのでご承知おきください。 

 
◆【花の頒布会開催のお知らせ】（緑化推進委員会） ※ 会員限定◆ 

“私たちの街を緑と花のあふれる美しい街にしましょう”を合言葉に恒例の「秋の花の頒
布会」を下記の通り開催致します。 

頒布会会場に用意される花苗は、皆様のお好きな種類や色をご自分の目で確かめて選ん
で購入することができます。 

花の品質向上や種類の充実のために、販売花苗の価格改定及びグレードアップ花苗コー
ナー、園芸グッズコーナーを新設します。 
 ●一般花苗コーナー（１００円） 
 ●グレードアップ花苗コーナー（３００円） 
 ●園芸グッズコーナー（秋のガーデングッズ） 

１世帯２０株まで上記価格で購入できます。それを超える分は＋３０円です。 
（上記すべて消費税込みです。） 
 

また、ご家庭で増やしたり、必要でなくなったりした花や樹木の苗を必要なご家庭に提
供（無料）する「グリーンバンク制度」の場を設けますのでご活用下さい。 

なお、状況を見て新型コロナ感染防止策を実施して開催します。 
 
◇日時：１０月２２日（土）雨天決行 午前９時００分～１１時００分 
（開催時間が変更となりましたのでご注意ください。） 
◇会場：緑園学園交流広場 
 
✯花の頒布券（下）を切り取り、氏名・住所をご記入の上お持ちください。 
✯精算の際は、予め小銭をご用意ください。 
✯車での来場はご遠慮ください。 
 

 

Ryokuen 
・会場：緑園学園交流広場 
・駐車場はありませんので車での来場はご遠慮ください。 

花の頒布券（２０２２年度秋） 

mailto:テニス同好会吉田宛てMail:tokio_yoshida@yahoo.co.jp

