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会員の皆様には、日頃からＲＣＡ活動にご理解とご協力を賜り有難う
ございます。この地域が、緑園の街として２０年前に誕生しましたが「快
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適で安全な居住環境の確保と住民相互の社会的・経済的地位の向上、促進を図る」ことを目的で創
立された住民主体の活動組織であります緑園都市コミュニティ協会（ＲＣＡ）も来年４月には設立
２０周年を迎えます。 この１８年間のＲＣＡ活動を振り返ってみますと、数年前には緑園都市駅
が「関東の駅・百選」に選ばれ、一昨年には「美しいまちなみ賞」優秀賞に、昨年は「緑の都市賞」
国土交通大臣賞に選ばれる等、ハード面でのまちづくりに対して大きな成果が得られたと実感して
おります。特に、この一・二年は、各受賞にまつわる情報がインターネット上或いは行政の広報紙
などに掲載され、まちづくりのモデルケースとして評価を得ました。この評価に興味をもたれた自
治体・活動組織団体或いは学校関係者の皆さんが見学・調査に緑園を訪れる機会が多くなりました。
このように、この緑園も住民の皆様方の日頃からの自主性と努力のお陰をもちまして「景観」と「緑
のまち」としてほぼ完成されてきました。しかし、これからは「快適で安全・安心な街づくり」が
望まれると思います。その為には、ＲＣＡでは何ができるか、何をすれば住民の皆様のお役に立て
るかを１７年度の理事会で議論・検討してまいりました。その結果の一つには、青色回転灯を搭載
した車でのパトロール隊が誕生しつつあることです。この誕生には緑園連合自治会・緑園都市駅前
交番コミュニティサークル等の協力を得ることができました。今年の５月頃から活動に入れる予定
です。
ところで、現在までの活動は街づくりというハード面を充実・維持発展させる活動が主体であり
ましたが、１８年度以降は今の活動と共に「安全・安心で人に優しいまちづくり」を目指し、人と
人との関わりを大切にするソフト面での活動が重要であると考えます。
そのためにＲＣＡでは、住民だけでなく街を構成している企業・商店及び学校に携わる人々との
交流を深め、地域ぐるみのコミュニケーションが生まれる活動を推進します。
例えば、街の高齢化を憂いるのではなく、高齢者が屋外に出て活動する機会を多くもてれば、子
供たちを犯罪から守る抑止効果があるのではと思います。又、中学校建設の実現ができれば卒業後
も地元の行事に懐かしさで参加し親睦が深まり、緑園が故郷として何時までも活気のある街として
将来に続くまちづくりになると考えます。知らない人がいれば声を掛け合う、そんな和やかな、元
気で笑いの絶えないまちづくりを目指して１８年度は活動してまいります。
会員の皆様には、これからもご支援とご理解ご協力をお願い申し上げます。

日
場

時
所

平成１8 年５月２1 日（日）午前１０時〜
４丁目サン・ステージ西の街コミュニテイセンターホール
1

平成１７年（2006 年）5 月 1 日

緑園都市コミュニティ協会

☆☆☆☆☆ 平成１７年度活動報告（第１号議案） ☆☆☆☆☆
■「緑の都市賞」で「国土交通大臣賞」を受賞
・
（財）横浜市緑の協会の推薦を受け「第 25 回緑の都市賞」国土交通大賞受賞（10 月）
〈（財）都市緑化基金主催〉

■緑化活動の啓蒙
〇RCA 緑化用特製プランターの貸出し（通年）
〇緑化講習会「腐葉土と堆肥の作り方」開催（３月）
〇園芸用品等備品の無料貸出し（通年）
〇園芸用品引換え券の活用

■緑化増進活動

緑化推進

〇花の頒布会開催：（5 月）591 世帯／8,914 株、（10 月）475 世帯／9,262 株
・緑園東小学校に花の苗を寄贈しました
〇大型プランターの設置
・1 丁目、６丁目、クラブハウスに設置しました

■緑のリサイクル（循環型社会に向けて）
〇グリーンバンク制度の活用（通年）
・提供樹木を、希望したご家庭や公共の場所に植栽するなどしました
〇堆肥の活用
・緑園東小学校の給食残飯堆肥をイベントなどを通じ住民に配布しました
〇花壇の管理
・遊歩道、緑園都市駅東口交番前プランター花の植替え（5 月・11 月）
・住民の自主的花壇づくり活動（フラワーフレンド）の支援を行いました
・フェリス女学院大学キャンパス内に「友好の花壇」を設置しました

■緑化事業交流
〇よこはま緑の推進団体行事への参加協力
・よこはまスプリングフェアー（４月）、泉区連絡会総会・交流会に出席
・ふるさとの緑植樹祭（６月）
、よこはま緑の推進団体連絡協議会総会出席
・緑の推進団体研修会（８月）
、緑の推進団体泉区連絡会緑化講習会（2 月）
・フエリス大学祭で横浜緑のまちづくり基金の募金活動（11 月）
・横浜公園チューリップ植付け（３名）（１１月）

■美しいまちへ
○先進的まちづくりのために・・・
・建築協定・地区計画・まちづくりルール等の調査・検討
・横浜市の担当者を招き勉強会を開催
みち

○まちの顔＝緑園都市駅前・「四季の径」（歩行者専用道路）
周辺＝を美しく・・・

まちづくり・環境整備

快適で安全な居住環境の維持創造に関する活動

■花で飾りまちなみ景観を美しく

・連合自治会と共同で住民一斉清掃（12 月）
・清掃活動を行う東花会・南・北緑友会への支援（通年）
・四季の径の除草（８月）

○美しいまちを保つために・・・ガイドラインの運用
・新築・改築の際、建築主・業者に「緑園のまちづくり基準ガイドライン（紳士協定）」について説明して協力要請する
普及・推進活動を継続しました（通年）
・１丁目 19 街区（再造成地区）の住宅建設に対し、隣接住民の住環境を守るため、側面より支援しました
・歩道のタイルの剥がれについて行政に働きかけ、補修・整備を促進しました（通年）

○相鉄緑園都市駅との協力
・駅構内ラックに「コミュニティニュース」を入れるスペースの提供を受けました
・駅ホームのタバコのポイ捨て防止キャンペーンとタバコの吸殻清掃を行いました
・鉄道高架下の雑草ゴミとりを行いました

○「四季の径」案内板の申請・設置
■安全・安心・温かいまちへ
○青色回転灯を装備した車での防犯パトロール
・緑園の子供を守るため、朝夕の下校時間帯に車での巡回を企画・発案

〇「安全・安心」のための情報収集と発信･･･
・泉警察署の協力を得て緑園とその周辺を含めた犯罪動向・交通事故動向
についてお伝えしました。この中では、「2004 子供犯罪被害報告」、
「2005 年交通事故マップ」も作成して「RCA だより」
「緑園コミュニ
テイニュース」を通じて緑園地域の安全な生活を守るための情報収集・
発信する役割を担いました（通年）
。
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平成１７年（2005 年）5 月 1 日 緑園都市コミュニティ協会
まちづくり・環境整備

■まちの新たな活性化へ
○「緑園コミュニテイニュース」の発行開始
緑園とその周辺の気になる出来事、ＲＣＡが独自に集めた情報やお知らせをタイムリーに伝えています。
ニュースは、緑園都市駅構内ラックに置いています。

○高校生・大学生のまちづくりの参加に向けて
岡津高校・フエリス女学院大学緑園キャンパス等と協力し、若い力の参加を推進しました。
年末恒例の一斉清掃には、高校生と先生、大学生と教職員が 3 年連続で参加していただきました（12 月）

○緑園都市のＲＣＡの活動を広く知ってもらう・・・
・ＲＣＡのまちづくり活動をＰＲし、泉区役所の広報誌や、ミニコミ紙、ＣＡＴＶなどに取上げられました。

〇委員会開催（通年）
〇トークサロンの開催

国際交流

・
「中央アジアの高原の国キリギス共和国」MrAzamat Davlettaliev（キリギス）
（4 月）
・「風そよぐベトナム アオザイの美しさ」ランカンさん（ベトナム）（５月）
・「ロシアって日本から遠い国なの？」ビシガロ・アレキサンダーさん（ロシア）（６月 ）
・「知ってもらいたいフィリピン 20 項目」ミッシエル・デグスマンさん（８月）
・「中国の一人っ子政策」金 美化（中国）（９月）
・「知られざるタイ国」ウイリヤナラッタナッサック・プラキッドさん（タイ）
（１月）
・「中央アジアの真珠ウズベキスタン」デイルドラアバゾーバ（ウズベキスタン）（2 月）
・「南米エクアドルの自然と文化」フレディ・アルミホスさん（エクアドル）
（３月）

〇交流会開催（７月）

・

〇フエリス女学院大学祭参加

（11 月）

・展 示：これまでのトークサロンの開催状況の写真・資料、書道（留学生作
品）を展示しました。
・トークサロン：
「私が見た日本人と日本文化について」魯錦姫さん（フエリス
大学院文学部）
・座談会「留学生の故郷と日本の印象」フエリス大学留学生（中国２・台湾・フィィリッピン・インドネシア）５名

〇Year end party 開催（クラブハウス）
（11 月）
・緑園在住の外国人、留学生、トークサロン講師の方々をパーティに招待し住民との交流を図りました。

サークル・スポーツ

会員相互の充実したクラブライフを支援する活動

神奈川県国際研修センターに滞在するアジア諸国からの研修生やフエリス女学
院大学、横浜国大留学生を招待。

○総務省主催の地域づくり総務大臣表彰「国際化部門」応募（入選ならず）（12 月）
〇ラドバーン協会へグリーテングカードの発送（12 月）
〇国際交流ホームページの活用（通年） http://www1.odn.ne.jp/~aae00220
〇遊歩道の一斉清掃参加協力（12 月 ）
○サークルへの支援
［スポーツサークル］
（下記構成人員は、3 月 31 日現在）
・テニス（緑園テニスクラブ 93 名）
、テニス（テニス同好会 36 名）
、男子ソフトボール（緑園パワーズ 21 名）
、ゲートボ
ール（緑園グリーンクラブ 23 名）
、卓球（緑園卓球友の会 27 名）
、少年野球（緑園ラービー52 名）
［文化サークル］
・女性コーラス（RCA コーラスサークル 25 名）
、社交ダンス（緑園グリーンメイト 16 名）、囲碁（緑園囲碁クラブ 33
名）
、パソコン（PC サークル 31 名）、ゴスペル（ＲＭＧ38 名）、ブリッジサークル（19 名）

〇イベント企画
住民を対象としたコンサート（5 月）、テニス大会など支援（3 月）

○ＲＣＡだよりの発行４回（５月、７月、10 月、1 月）
○緑えんネットの運営
ＰＣクラブの協力を得てホームページの運営維持管理に努めました。

〇問い合わせへの対応

広報

緑園の街、RCA 活動、緑えんネット等についての問い合わせの対応をしました。

〇見学者への対応
・見学・訪問者に対する説明・案内（富士市（静岡県）１３名、倉敷市（岡山県）６名、神奈川県公園課２名）
・小学生に対する協力（緑園の歴史やまちづくりについての学習）
・大学生への研究協力（通年）

〇パソコン教室（初心者向け）開催（６〜8 月）
初心者を始めとし中級者を対象向けにウインドウズの基本ワード・エクセル・ホームページコース、デジカメコースな
どを設定開催し１１８名の参加者がありました。

〇フエリス女学院大学大学祭参加（11 月）
広報活動としては、RCA の活動を展示紹介（まちなみ景観賞、緑の都市賞、大学との交流写真）
、今年度発行済みのＲＣ
Ａだより、緑園コミュニテ xi ニュースの紙面を紹介しました。
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〇地域交流事業

地域交流

・青少年の交流：NPO 法人「横浜ラービークラブ」による地域の青少年を対象とした大会・教室の開催、スポーツ施設の
保全及び管理、スポーツ交流事業などの活動の支援
・熟年者の交流：
「緑園サロン」に対する支援
・学生交流：フエリス女学院ＧＩＳ（地理情報システム）研究会の生活マップ作りなど
に協力
フエリス女学院大学で開催された「GIS DAY」には、地域団体として参加し「GIS
を利用したコミュニティづくりを考える」をテーマとしたパネルディスカッション
にパネラーの一人を派遣、藤沢市、広島市が行っている地図によるまちづくり活動
の事例を参考に聞きながらこれからの活用の参考としました。また、フエリス女学院大学で開催された「環境緑化フ
ォーラム」にも参加しました。

〇クラブハウス・自治会館運営委員会に理事を派遣
〇緑園東及び西小学校の式典に出席、緑園敬老祝賀会出席
☆☆☆☆☆ 平成１８年度活動方針（案）
（第３号議案）☆☆☆☆☆
■「花と緑の美しいまち」を創る活動
○四季の径を美しくする「フラワーフレンド」等活動の推進
・「四季の径」の花と緑を地域住民が主体的に整備する活動を支援
・花壇の拡充と水遣り施設（水道栓等）の設置を検討
・ボランテアの募集

○花の頒布会の開催

緑化推進

・春と秋の２回。購入金額の一部を補助。

・学校への花苗の提供

○園芸用品の貸し出し
・プランターの無料貸し出し（一世帯１個）
・高枝バサミ、刈り込みバサミ、噴霧器、脚立、芝刈り機、ノコギリ、台車等（無料）
・道路の植樹帯など準公共用地への樹木の植樹など

■緑のリサイクル活動（循環型社会に向けて）
〇花・樹木の仲介・交換会・・・
「グリーンバンク制度」の促進
・家庭で増やしたり、不要となった花・樹木を必要とする家庭に無料で提供ことを仲介しました

■「花と緑を創る力」を高める活動
○緑化講習会の開催
・住民のニーズに沿った専門家を招き開催
・学校給食による肥料の活用
・よこはま緑の推進団体行事への参加協力

■美しいまちへ
○横浜市「まちづくり推進団体」への登録推進
・まちづくり条例に基づいた推進団体に登録し、認定を受ける

まちづくり・環境整備

快適で安全な居住環境の維持創造に関する活動

○街路樹の調査・植樹の推進

○「ヨコハマ市民まち普請事業制度」への応募
・横浜市のまちづくり支援事業「まち普請」に応募
・検討事項として井戸堀り、四季の径整備（水遣り施設）を考えている

○まちの顔＝「緑園都市駅〜四季の径」＝を美しく
・四季の径の清掃 ・四季の径の除草
・緑園都市駅前広場、駅前通りの清掃活動に取り組む東花会・緑友会を支援

○美しい保全まいにち活動
・住環境を美しく保つための自主基準「まちづくりガイドライン」の説明、協力要請
・歩道のタイルの剥がれ、補修要請
・歩道・電柱などへの違反広告のチェック

○美しいまちにするための調査
・都市景観、建築協定、地区計画、まちづくりルール、先進的まちづくりなど調査研究

○神明台処分地問題情報の収集
・神明台の跡地利用問題について、引き続き情報の収集を行い、必要に応じて「コミュニティニュース」を通じて発信

■安全・安心・温かいまちへ
○青色回転灯を搭載した車での防犯パトロール
・子供達の安全のため、自動車で緑園地域を回る、防犯パトロール実施

○安全・安心等まちづくりに関わる調査・研究
・「コミュニティニュース」等の為の取材・調査・発信

○「安全・安心」講演会の開催
・子どもと安全をテーマに、専門家を招き講演会を開催
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■コミュニティの絆を強め、共同するまちへ
○「緑園の明日を考えるフォーラム」の開催

まちづくり・環境整備

・20 周年記念事業の一環として緑園が抱える問題・将来の進むべき方向等作文の募集とフォーラム開催

○「緑園コミュニティニュース」の発信
・住民に関心の高いと思われる情報のタイムリーな発信

○まちづくり拠点としての事務局の充実
・
「コミュニティ相談」機能の充実
・事務局をより身近なものにするための整備

○相鉄グループとの「まちづくり連携」の強化
・まちづくりを「住民・相鉄グループ共同」で行うことを推進

○フエリス女学院大学緑園キャンパスとのまちづくり
・大学祭に参加まちづくりを PR
・清掃活動への参加協力の呼びかけ
・大学生がまちづくりに参画してもらえる協力関係の検討

○岡津高校とのまちづくり
・清掃活動への参加協力の呼びかけ
・新たな参加・共同の検討

他

○２０周年記念事業
・ＲＣＡが設立されて２０周年を迎える来年度に向けて連合自治会と連携して記念事業にとりくみます。

国際交流

・緑園や近隣に在住する留学生等や外国人を招き住民との交流を行う

○フェリス女学院大学大学祭への参加
・国際交流活動の展示紹介、留学生とのトークサロン・座談会

○姉妹住宅地ラドバーンとの交流
・姉妹住宅地提携先アメリカ・ニュージャージー州「ラドバーン協会」との住民どうしの交流を進めます

サークル・
スポーツ

○各種サークル活動の支援
○住民を対象としたイベント企画・立案促進
・各サークルが住民を対象にしたイベント企画への支援
・まち全体行事への参加

■「ＲＣＡだより」の発行
・年 4 回発行を予定

広報

会員相互の充実したクラブライフを支援する活動

○国際交流トークサロン開催
・ 誰でも気軽に参加でき世界各国の話を身近で聞き交流する機会を設けます
○国際交流集会の開催

■「緑えんネット」の充実・運営
○ホームページの充実
○運営体制の充実
■「緑えんネット」を活用した地域コミュニケーションの拡充
・PC サークルと共同で新生「緑えんネット」プロジェクトの実施など

「緑えんネット」アドレス：http//www.ryokuen.gr.jp
■パソコン教室による住民への IT 支援
・初心者・中級者を対象とした応用編を教えることにより普及と「緑えんネット」の利用増加

地域交流

■フエリス女学院大学大学祭への参加
・11 月４日（土）〜５日（日）地域と大学との交流をテーマに参加
■訪問者の対応
〇地域交流事業
・地域青少年の交流：NPO(非営利法人)「横浜ラービークラブ」の活動支援
・熟年・一人暮らしの方の交流：緑園サロンの支援

○クラブハウス・自治会館の運営・維持管理

◆ 生活関連サービスの提供
○ＣＡＴＶ/ホーム・セキュリテイの団体利用契約
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緑園都市コミュニティ協会

☆☆平成 17 年度決算報告及び平成 18 年度予算（案）☆☆

収

入

支

出

平成１７年度決算報告（第２号議案）
平成１７年度決算報告〈案）
（単位：円）
項
目
１７年度予算 決算予想 増 減
前年度(前月）繰越金
1,923,053 1,923,053
0
正会員会費
-91,140
6,384,000 6,292,860
特別会員会費
0
1,000,000 1,000,000
雑収入
111,700
0
111,700
預金利息
214
0
214
小計
7,384,000 7,404,774
20,774
収入合計
9,307,053 9,327,827
20,774
緑化推進費
-158,103
800,000
641,897
イベント開催費
300,000
0 -300,000
サークル助成金
-65,600
400,000
334,400
まちづくり環境整備費 1,350,000
720,880 -629,120
会議費
-43,124
100,000
56,876
備消品費
250,000
102,373 -147,627
慶弔費
-40,000
70,000
30,000
雑費
-3,545
10,000
6,455
国際交流費
-29,818
270,000
240,182
通信費
-25,681
130,000
104,319
分担・保険料
69,560
600,000
669,560
広報活動費
-229,475
1,330,000 1,100,525
修繕積立金
0
1,000,000 1,000,000
事務所家賃
0
277,200
277,200
地域交流事業
280,000
230,000
-50,000
事務局運営費
1,840,000 1,742,036
-97,964
予備費
-299,853
299,853
小計
9,307,053 7,256,703 -2,050,350
0 2,071,124
次年度繰越金

平成１８年度予算（案） （第４号議案）
平成１８年度予算（案）
（単位：円）
項
目
前年度実績
予算
増 減
収 前年度(前月）繰越金 1,923,053 2,071,124 148,071
正会員会費
6,292,860 6,357,120 -26,880
特別会員会費
1,000,000 1,000,000
0
雑収入
111,700
50,000
50,000
入 預金利息
214
0
0
小計
7,404,774 7,407,120
0
収入合計
9,327,827 9,478,244
緑化推進費
641,897
660,000 -140,000
記念事業費
0
500,000 200,000
支 サークル助成金
334,400
300,000 -100,000
まちづくり環境整備費
720,880 1,020,000 -330,000
会議費
56,876
70,000 -30,000
備消品費
102,373
210,000 -40,000
慶弔費
30,000
50,000 -20,000
雑費
6,455
10,000
0
国際交流費
240,182
250,000 -20,000
通信費
104,319
110,000 -20,000
分担・保険料
669,560
502,000 -98,000
広報活動費
1,100,525 1,220,000 -110,000
修繕積立金
1,000,000 1,000,000
0
事務所家賃
277,200
277,200
0
地域交流事業
230,000
230,000 -50,000
事務局運営費
1,742,036 1,690,000 -150,000
出 予備費
379,044
79,191
小計
7,256,703 8,478,244 -828,809
次年度繰越金 2,071,124 1,000,000 1,000,000

＊分担金の内、自治会館・クラブハウス運営費（維持管理費）及び修繕建替え積立金は、クラブハウス
・自治会館運営委員会に納入致しました。
※災害対策費積立金は、地震などの災害時

平成17年度ＲＣＡ災害積立金報告
項
目
前年度積立金
収 積立金
入 預金利息
収入合計
支 支出
出
支出合計
次年度積立金

前年実績
10,028,563
0
3,381
10,031,944
0
0
10,031,944

決 算
10,031,944
0
1,649
10,033,593
0
0
10,033,593

増
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減
3,381
0
-1,732
1,649
0
0
1,649

に備えて給水対策を始めとした防災対策
を街全体の視点に立って実施して行くた
めに、平成１６年から平成１３年度まで積
み立てたものです。
予算の執行に当たっては、使途を明確に
し、総代会の承認を得た上で実施して行き
ます

平成１8 年（2006 年）5 月 1 日 緑園都市コミュニティ協会

☆☆☆☆☆ 第５号議案 会則の改正（案）について

☆☆☆☆☆

会則の一部について下記のとおり改定を致したい
第２０条の（１）と②項を次のとおり変更します。
（１）協会の理事は、総代会において選出された理事２３以内とします。
①現行どおり
②①の他に各地区から選出された者１５名以内

☆☆☆☆☆ 第６号議案 役員の選任（案）について ☆☆☆☆☆
役員の内、理事交代及び新らたに就任する役員を下記のとおり選任致したい。
理事候補
〔２ 丁 目〕 旧）山本 晃嘉
新）添田 新治
〔４丁目東〕 旧）奥山 勇郎
新）山中 一彦
〔７ 丁 目〕 新）内田 和義

☆☆☆☆☆☆

緑園２―１３‑ ７、
緑園２−

８− ８

緑園４―３―１‑2‑1305、
緑園 4‑3‑1 東・5‑ 604
緑園７−

４−１６

イベントのご案内（Ⅰ）

☆☆☆☆☆☆

【トークサロン・国際交流の集いのお知らせ】（国際交流委員会）
横浜に在住する留学生や研修生など外国の方をお招きし、プロジェクターによる映像や音響を楽しみ
ながら、その国の歴史・文化・政治・経済や時の話題など最新情報を聞きまた、住民との質疑応答を交
えながら身近で交流する「トークサロン」を下記のとおり開催（参加費無料）致します。英語での講師
には通訳が付きます。申し込み不要・参加無料です。お気軽にご参加を！

■テーマ：
「サンディエゴ アメリカ・カリフォルニア州」
◇日

時：５月２７日（土）

午後 1 時 30 分

◇講

師：カラシャケット（アメリカ：横浜国大留学生）
ホー・オイケイ（アメリカ：横浜国大留学生）

◇会

場：緑園クラブハウス

■テーマ：「未定」
◇日

時：６月２４日（土）

午後 1 時 30 分

◇講

師：ドランカ・ラズヴアン
（ルーマニア：横浜国大留学生）予定

◇会

場：緑園クラブハウス

なお、国際交流イベントの詳細につきましては、各丁目掲示板の
掲示物・緑えんネット上で閲覧できます。お見逃しのなきよう！
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☆☆☆☆☆☆

緑園都市コミュニティ協会

イベントのご案内（Ⅱ）

☆☆☆☆☆☆

【パソコン教室開催のお知らせ】（広報委員会）
今年度「パソコン教室」を緑園 PC クラブの協力の基、下記のとおり開催致します。今回は、受講し
ても覚えられない方のため、復習も兼ねて徹底的に練習致します。
■内容 連絡先メールアドレス：info@ryokuen.gr.jp
◇場

所：二丁目自治会館２階

◇受講料：各コース毎

500 円（教材費含む）・定員各コース 20 名

◇申込受付日：５月２０日（土） PM2:00〜PM4:00 より自治会館２階で受付
◇日程および時間：下記（全て日曜日）各日の午後２時〜５時
・６／１１日（日）初心者徹底マスターコース 1/2
＊色んなパソコン教室に参加してもなかなか身付かない人。使用する上でのポイントを徹底的に学ぶ
・６／２５日（日）初心者徹底マスターコース 2/2 ※6/11 と 6/25 はセット申込みで個別申込み不可
・７／ ９日（日）パソコン活用コース

1/2

＊パソコンをどう活用したらよいのか判らない人、自分の趣味を活用する方法は？活用術を学びます。
・７／２３日（日）パソコン活用コース

2/2

※7/9 と 7/23 はセット申込みで個別申込み不可

・９／１０日（日）データー取り込みコース（デジカメ／スキャナー他）
＊デジカメをどう取り込みどう印刷するの？
とのデーターはどう受け渡すの？

メモリーの取り込みはどうするの？音楽プレーヤー

外部データーとの受け渡し方法／管理方法を練習します。

・９／２４日（日）パソコン相談（個別対応）
＊パソコンの調子がこの頃変なんだけど何が原因？ 2 台使用したいのですがどうしたらよいか？
パソコンを購入したいのですがポイントは？ 電子メールの操作方法が判らない。
以上のようなパソコンに関わる悩み相談を承ります。

【花の頒布会開催のお知らせ】（緑化推進委員会）
私達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「春の花の頒布会」を下記
のとおり開催致します。なお、緑園東小学校の給食の残飯を利用した堆肥を無料にて配布します。また、
「緑のリサイクル制度」をご活用下さい。散歩を兼ねて皆様お気軽にお出掛けをお待ちしています！
◇日

時：６月３日（土）雨天決行 午前 9 時〜11 時

◇会

場：緑園東小学校校庭

◇価

格：１株 70 円（一世帯 20 株まで）20 株を超える分は 100 円となります。

✯花の頒布券（下）を切り取り、氏名住所・株数をご記入の上ご持参下さい。
✯会場整理のため、入場制限を行いますので予めご承知下さい。また、車でのご来場はご遠慮下さい。

花の頒布券（平成１8 年度春）

Ryokuen
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住

所：緑園

氏 名：
購入株数：

丁目

株

花の頒布券（平成１8 年度春）

