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緑園住宅地における犯罪から住民の安全を守るために組織された「緑園地区防犯協議会」では、7 月
から青パト
（青色回転灯搭載車によるパトロール）
によるパトロールを実施してから 2 ヶ月になります。
この間、巡回監視はもとよりメデアから取材を受けたり、小学校の終業式に出席し子供たちに紹介し
ていただくなどの活動を展開して参りました。そこで、防犯上で気づいたことを報告します。各家庭の
皆様は、ご参考にしていただき犯罪を出来るだけ少なくするよう個々人が努力しましょう。

*

夜間門灯を点けましょう！
～街路灯、防犯灯が近くにあり自分の家は必要ないと判断されないで、私たちの街は、全家庭が防犯
に対し一致協力していることをアッピールしましょう～

*

外から、室内灯が点いていない、物音がしない等留守であることが分からないよう工夫
しよう！
～室内灯を点けるかラジオやテレビを点け在宅中であることを模擬しょう～

*

防犯装置のある家庭は、短い時間でも施錠と共に活用しよう！
～近くに出かけるチョットの間にも戸締りに念には念を入れましょう～

*

公園や各家庭の樹木は、見通しがきくよう剪定しよう！
～特に通りや付近の家から人や子供の姿が見れるように配慮しましょう～

*

見知らぬ人や怪しげな車(特に車内が見えないようフィルムを貼った車)を見たら交番
へ通報しよう！
～他府県ナンバーを含め、用もないのに駐車している車にはご注意～

*

暗い通りの一人歩きはやめましょう！
～やむを得ない時は、防犯ブザー、防犯スプレーなどを携帯しよう～

【参考資料】
「緑園交番管内で発生する犯罪件数一覧」
◆緑園丁内発生総数

◆犯罪別発生件数内訳（平成 18 年 1～8 月）
犯罪別

緑園丁内

平成１２年

１９９

侵入盗

９

平成１３年

２０７

住居侵入

７

平成１４年

２０３

ひったくり

２

平成１５年

２２４

乗り物盗

平成１６年

１６５

車上ねらい

８

平成１７年

１１８

部品盗

６

その他

１７

平成１８年８月３１日現在

６８

１９

◎青色パトロール隊員の募集をしています◎
現在週 2 日、早朝、午後、夜間の 1 時間半のパトロールを最低 2 人体制で実施しています。
隊員の不足から一人が毎週 1 回を担当しているのが現状です。隊員の不足・負担解消とパトロー
ル回数を増やすために皆さんの参加を募ります。
参加意思のある方は RCA 事務局(812－8307)まで、月・水・金曜日にお電話下さい。
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☆☆☆「地域と教育を考えるシンポジュウム」の紹介☆☆☆
去る、７月８日（土）
、地域交流センターにて「～子供は、地域で育
てよう～地域と養育を考える」シンポジュウムが開催されました。
この概要を皆様にご紹介いたします。
当日は、大人１７７名、子供（キッズルーム預かり）５９名と非常
に沢山の方が集まりました。地域の関心の高さが感じられました。パ
ネル討論では、緑園の将来について、
「児童数はピークアウトした感じ
があるが、いつも子どもの声が聞こえる活気ある地域にするためには、地域の核となる中学が必要であ
る。既に開発を終えた新興住宅地が同時期に入居してきた同世代の住民の高齢化と共に衰退していって
しまうという例がある、緑園をそのままにしないために計画的な対策を講じる必要がある。学校を締め
たまちに未来はない。」といった意見が出され、地域と教育・学校の関わりについて論じ合われました。
また、中学校内に併設されたコミュニティハウス内の紹介では、緑園にはない学校と地域をつなぐ交流
の場としてとして注目が集まっていました。後半の質疑応答では、コミュニティハウスについてや公立
中学校の設立問題に質問が集中し、子どもたちの教育のみならず、地域コミュニティということから中
学校を求め、実現してゆく必要性を感じたという意見もだされました。

～中学校に併設されたコミュニテイハウス（東山田中学校）とは～
東山田小学校・・・・神奈川県唯一の文部科学省認可のコミュニティスクールであり、学校運営協議
会がある。これは、地域と学校を結ぶという以上に地域の人達が学校に参加するシステム。
校長先生の決定に対するアドバイスや、人事について教育委員会に意見も出し、評価をすることもあ
って、重い責任を担っている。
（コミュニティハウス）・・・・学校と屋根が同じというだけではなく、ソフトとハードを共有しなが
ら、学校と地域、町づくりに関わる役割を担っている。 機能としては、「生涯教育の場」、「地域交流
の場」、
「地域と学校を結ぶ場」と明記されている。親校〈中川中〉までは遠すぎたが、歩いて行けると
ころに自分達の拠点となる場所が出来たことで、住民（子育て中のお母さん、お年寄り、中学生など）
の顔の見える関係が出来たとの住民の喜びの声。中学校は、コミュニティを繋いでおり、コミュニティ
ハウスはその場を提供している。

～ＲＣＡ（緑園都市コミュニティ協会）と地域の関わり～
緑園地域は、住民の活動組織として、各自治会の要としての緑園連合自治会と住民主体の活動組織とし
てＲＣＡが緑園地区開発後から活動しています。連合自治会は、行政主導で地域住民の親睦と福祉など
をＲＣＡでは独自の企画と行動で住環境の維持整備・景観維持・拡充とコミュニケーションの場つくり
に活動して参りました。最近は、安全・安心なまちづくりが提唱されています。これからは、点の活動
ではなく、連合自治会を縦軸とすれば、ＲＣＡを横軸にした面での活動で、相互に係わり合い、綿密で
効率的な住民活動が望まれてきます。そのためには、縦軸・横軸がクロスするポイントに、お互いを結
び付ける紐が必要になります。例えば行政のコミュニティセンター・警察・消防署等の公共機関、或い
は駅・商店街・学校等人々が集まる機関が紐の役目をするものと考えます。その中で緑園に欠けている
のは中学校と図書館が考えられます。このことを考えると早期に中学校の設立は、住民にとって大切な
ことと思います。ＲＣＡとしても「地域の会」を支援し、早期実現を応援します。
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◆姉妹住宅地ラドバーン情報
緑園の姉妹住宅地「ラドバーン協会（Radburn Association：ニュー
ジャージー州）」が、米国政府より歴史的ランドマーク（National
Historic Landmarks 略称ＮＨＬ）に指定されました。これは、アメリ
カの歴史および文化面において特別な価値があると認定したもので、
NHL は米国の歴史にとって、重要なテーマ、出来事、または人を象徴す
る国家的なものに与えられます。Radburn 地区の開発設計原理が幾世代
にも亘って、全米のコミュニティ計画に大きく影響を与えてきたと評価されたものです。その記念と
して 6 月末には式典を開催し、特別な飾り額を有名な Radburn トンネルの入口に設置されました。こ
れは、アメリカで有名なラシュモア山（サウスダコダ州・米大統領の内の 4 人の顔が山の岩盤に彫刻
が施されている）と同じレベルの価値あるもの。これに対しＲＣＡ松浦理事長からお祝いのメッセー
ジを発送しました。

◆フエリス女学院大学祭案内
ＲＣＡでは、来る１１月に開催されるフェリス女学院の大学祭に「地域と大学との交流」をテーマに今
年も参加致します。会場（７号館７１０１号室）では、ＲＣＡの活動紹介や国際交流活動として留学生
との交流をパネル展示する他、イベントも両日企画しています。ご家族連れでお気軽に会場を覗いては
いかがでしょうか。皆様のお越しをお待ちしています。
◇１１月４日（土）･パネル展示

終日

･トークサロン
◇１１月５日（日）･パネル展示

午後１時３０分 ～
終日

・座談会（留学生参加）
「留学生の故郷と日本」午後１時３０分～
・球根のつかみどり

(財)横浜市緑の協会緑化基金募金協力 午前 11:00～17:00（体育館）

◆ＲＭＧクリスマスライブ
ＲＭＧサークルができて、７年目となりました。毎年恒例のクリスマスコンサートを今年も行います。
◇１２月１０日（日）

１６時開場 １６時半開演

◇チケット

５００円

泉公会堂

※ぜひ聞きに来てください！

◆緑園の人口構成
日本の人口構成の中で６５歳以上の占める割合が２１％となり世界一に〈平成１７年度よ
り〉になりましたが、緑園では、まだ１０％と低い水準になっています。

緑園年齢別人口構成表（平成１８年３月３１日現在）
１

年齢別
０～９

２
３
４
５

10～19
20～29
30～39
40～49

男性
795

女性
736

917
988
832
923
982 1,162
１,284 1,428

合計
1,531
1,905 %
1,755
2,144
2,712

比率
10%
13
12%
14%
18%

年齢別
７ 60～69

男性
657

女性
694

合計 比率
1,351
9%

８ 70～79
９ 80～89
10 90～

376
413
789
5%
105
174
279
2%
13
33
46
0%
7,287 7,802 15,089 100%
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1,326 1,251

2,577
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◆パソコン教室 ＜年賀状作成コース＞
毎年この時期に来る疑問点を解決しましょう。
（宛名書きの印刷方法は？

2006 年版のソフトを購入しないといけないの？）

WORD を使って自作年賀状に挑戦しましょう！
◇11 月 26 日（日）定員 25 名
◇12 月 10 日（日）予備日（申込者が多数の場合開催）
◇受講料 ５００円
＊申込は 11/18（土）2:00～自治会館 2F にて受付ます。先着順となります。
◆コントラクトブリッジで遊びませんか！
この度、緑園ブリッジサークルでは、住民相互の交流の場を提供することとブリッジの普及を図る
ため、下記のとおり催事を企画いたしました。内容は、４人がテーブルに座り、２人がペア〈２対２〉
になって競うトランプゲームです。興味のある方、初めての方、メンバーが手ほどきを致します。
なお、お一人でも参加できます。お気軽どうぞ！
◇実施日：平成１８年１１月１９日（日）
◇時 間：午後１時３０分～４時３０分
◇場 所：サン・ステージ西の街集会室
◇その他：参加費無料、申し込み不要、参加希望者は、当日集会室へ
◇お問合せ先：ブリッジサークル 大川 813-0833

◆花の頒布会（緑化推進委員会）
緑化推進委員会では、“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
「秋の花の頒布会」を下記のとおり開催します。まだ一度も参加したことがない方は是非この機会に散
歩がてら会場を覗いて見てはいかがでしょうか。また、緑園東小学校から学校給食の残滓を利用した有
機肥料の提供を受け、ご参加の皆様へ先着順に無料配布致します。ご利用下さい。緑のリサイクルとし
て行っているグリーンバンク制度を利用される方、ご家庭で増やした花や樹木の苗を当日会場にご持参
下さい。必要とするご家庭に活用させていただきます。
＊日時： １０月２８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。
・パンジー他多数用意しています。
・花の頒布券(下)を切り取り、住所・氏名を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ご了承下さい。
・車でのご来場は、周りに迷惑を掛けますご遠慮ください。

花の頒布券（平成１８年度秋）
住所：緑園
氏名：
購入株数：

丁目

－

株

