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☆☆☆☆☆ 新年のご挨拶 ☆☆☆☆☆
ＲＣＡ理事長 松浦宏司
RCA 会員の皆様、明けましておめでとうございます。良き新年
をお迎えのこととお喜び申し上げます。
早いもので、昭和６２年に相模鉄道いずみ野線のコア・シティー
として開発されてから緑園都市も２０年の歴史を刻むことになりま
した。昨年は、この２０年を記念して緑園連合自治会と RCA との
共催で、「緑園２０周年記念行事」が企画されました。メインイベン
トであります「２０周年式典」を始め、住みよいまちづくりをテーマと
（写真提供：櫻井武治氏）

した「シンポジュウム」、「１０年後も存続して欲しい私たちの街の風

景」と題した写真と絵画の募集にも小学生を始め住民の皆様が奮って応募いただく等、皆様のご支援とご協力
のお蔭をもちまして滞りなく執り行われました。
このあとの２０周年記念行事として今年１月開催の「絵画・写真の展示会」と３月に行なわれます「タイムカプ
セルの埋設」時のイベント及び「２０周年記念誌」の発行で終了する予定です。これらの事業が活発に進められ
ていることは、大変喜ばしいことで、成熟した街として、子供さんから大人の皆さんまで、この２０年をベースにこ
れから１０年先２０年先も夢と希望に満ちた「まちづくり」へ発展する期待が膨らんだことと存じます。
まちづくりと言えば、国土交通省が「景観法」を平成１６年６月に公付しました。この目的は、地方都市再生に
あります。テレビ東京（１２ｃｈ）ではこの景観法にもとづいて、各都市が「美しいまちづくり」に取り組んでいる状
況或いは成果が見られる街について取材が行なわれました。取材された四都市の中に緑園都市が選ばれ、緑
と美しい街として「ニュースＷＢＳ」の中で特集番組「街の価値を高めろ、美しい景観づくり」として昨年１１月１７
日に紹介放映されました。
ところで、今年の干支は「戌子」で、この年は「新しい生命の種子が
土の中に宿り始める年とあります。今年度も残すところ後３ヶ月です。
が、その３ヶ月間 RCA も新しい活動としてどのような種子があるかを
考えたいと思います。そのコンセプトは、活動の成果を形で残すことも
大切ですが、地域の中で引き継がれて行く活動或いは、規範となるべ
き活動を育むことが RCA の役割としてあるのではと考えます。
夜間、青色パトロール車で街を巡回していますと、青色光は遠くに
ある交通標識或いは道路標識等の反射板にあたるとひかり輝き、

～ テレビ取材風景 ～

周囲にパトロール車の存在を知らしめる効果を発揮しています。RCA の存在も青色光のように住民の皆様方
にすみずみまで知っていただけるような、打てば響く活動を目指すことを平成２０年度の課題として取り組みま
す。
今年も会員皆様のご多幸を祈願し、理事一同を代表いたしまして新年のご挨拶とさせていただきます。
1

平成２０年（2008 年）1 月 1 日 緑園都市コミュニティ協会

～緑園２０周年記念事業の報告～
「式典」、
「シンポジウム」
、「絵画・写真展」など

☆☆☆☆☆ 式

典 ☆☆☆☆☆

去る、１１月２５日（日）１１時より緑園地域交流センターにて緑園連
合自治会、各丁目自治会、ＲＣＡ、各種団体など約 250 名の参加者
の下、緑園２０周年記念式典が開催されました。
主催者側の石田連合会長と松浦ＲＣＡ理事長に続き来賓の挨拶を
賜り、その後、永年にわたり緑園に貢献された齊藤義晴前連合自治
会長、伊藤圭治前ＲＣＡ理事長の２人に感謝状と記念品が 授与され
ました。また、20 周年事業に合わせて募集した「10 年後も存続して欲
～ 表彰者を囲んで ～

しい私たちの街の風景」の絵画・写真の応募者の中から緑園東・緑園

西小学校児童に対して感謝状と記念品が渡されました。
なお、会場の一角に絵画・写真展示コーナーを設置、作品（絵画 64
点、写真 33 点）が展示され、小学生の多くの父兄の方々が見学にきて
おられました。一方舞台には、来る 3 月に緑園都市駅西口に埋設する
タイムカプセルが一般公開され、来場者の皆様にご覧いただきました。
カプセルは、１月１０日～１５日までは緑園東小学校、１６日～２１日ま
では緑園都市駅ギャラリー、１月２２日～２８日まで緑園西小学校にお
いて展示公開されます。

～ 作品展示風景 ～

☆☆☆☆☆ シンポジウム ☆☆☆☆☆
去る、１１月１７日（土）午後、サン・ステージ西の街ホールにて 20 周年事業最初の
イベントとなるシンポジウム「緑園地区の高齢者と子供たちの住みよい街づくり」が
開催されました。司会の内田さんがシンポジウムの趣旨を説明した後、佐藤俊雄日
大教授による緑園都市という街が構築されてきた経緯についての講演がありました。
続いて、街づくり活動グループの発表に移り、高齢者グループによる街路清掃活動
の取り組みについて東花会の鈴木さん、防犯パトロール協議会による青色回転灯
パトロールカーの活動について倉田さん、子育て奮闘中の母親による「子育てを楽
しもう！」活動グループ・モンキッズの峯岸さんから、それぞれの取り組みと問
題点など体験談が講演されました。これらの活動は、住民の間でもきちんと話を聞く
～ 発表風景 ～

のは初めてであり、質疑応答も含めて熱心に耳を傾ける聴衆で会場は埋まりました。

当日は、住民を始めとして多くの方々に参加をいただく一方、参加者の中には、早川泉区長や議員の方々も見
受けられ、緑園での活動の活発さと関心の高さに驚いていました。この模様は、ＹＣＶ（横浜ケーブルビジョン）
の取材もあり、後日、「地域みっちゃくニュース」の中で紹介・放映されました。
2

平成２０年（200 8 年）１月１日 緑園都市コミュニティ協会

☆☆☆☆☆ タイムカプセル ☆☆☆☆☆
「20 年後の開封を楽しみに」をキャッチフレーズに未来の緑園を背負う子
供達への贈り物に、開封した時の感激を地域で残したいものということで中
に入れる記念物を下記のとおり募集致します。
◇募集要項・緑園の住民（緑園東西小学生は別途募集）１人１点
・埋設物は、作文、絵画、動画、写真、音楽など。
・絵画、写真は A3 サイズまで：作文は原稿１枚
・動画、音楽は DVD、及び CD
◇募集期間：平成 20 年 1 月 15 日～2 月 15 日
◇応募場所：地域交流センター玄関脇ボックス
◇そ の 他：応募数が多い場合は、イベント委員会で選定いたします。
◇埋設日時：平成 20 年３月２１日予定
（参考）タイムカプセル開封時期：20 年後

☆☆☆☆☆ 絵画・写真展 ☆☆☆☆☆
20 周年記念事業の式典に合わせ応募していただいた絵画・写真「１０年後も存続してほしい私たちの街
の風景」の作品を下記のとおり展示公開致します。つきまして、皆様のお越しをお待ちしています。
今回で最後の展示となりますのでお見逃しのなきよう！！
◇期

日：１月１５日（火）～２１日（月）

◇時

間：１０：００～１９：００

◇場

所：緑園都市駅ギャラリー

エンジョイライフ・メッセ
去る、１２月２日（日）１０時～１５時緑園地域交流センターにて緑園地域で活動する各種団体が参加してエン
ジョイライフ・メッセ（地域活動見本市）が開催されました。会場には、ボ
ランティアや趣味サークル等の 55 団体が趣向を凝らした展示を行い、
連合自治会、RCA に加え各丁目自治会・各種団体・商店会がコーナー
に分かれ、活動内容をＰＲしたりボランティアを募集していました。
また、舞台では、競技カルタ、居合道の型、フラダンス、バンドなどの
実演が、会議室ではプロジェクターを使った映像による活動を紹介する
等来場者の皆さんに楽しんでいただきました。また、防災炊き出し訓練
を兼ねたカレーが無料で振舞われ、焼きそばや綿菓子にも行列が出来

～ 会場風景 ～

ていました。このメッセは、緑園地域活動見本市実行委員会（永楽委員長）が区役所の支援・協力の下、緑園
連合自治会・ＲＣＡ・緑園社会福祉協議会・緑園地区地域福祉保健計画をすすめる会共催で企画・運営を行い、
地域の活動グループによる住民への PR と相互の情報交換を目的として泉区内でも初めて開催されたもので
す。緑園 20 周年事業のシンポジウムや式典が盛り上がった後であり、絵画・写真展示も行われたため、子供
連れの家族などを含め、500 名を越える来場者で会場はあふれかえりました。この、エンジョイライフ・メッセは
今後も継続開催をすべく検討されているとのことでした。
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☆☆☆☆☆ イベント案内 ☆☆☆☆☆
◆緑化講習会のお知らせ

RCA 緑化委員会では、 住宅地内の緑化促進活動に取り組んでいますが、今回の緑化講習会は、マン
ションなど集合住宅における緑化の取り組みについて取り上げてみました。
つきましては、マンションや戸建に関わらず興味のある皆様のご参加をお待ち申し上げております。
☆日 時：２月１６日（土） １０：００～１２：００ ☆会 場：緑園クラブハウス
☆テーマ：「ベランダ園芸」ベランダ緑化・ベランダ園芸の楽しみ方
☆講 師：熊井忠男先生 （財）横浜市緑の協会子供植物園緑の相談員
☆参加費：無料（申込は 2 月 13 日までに RCA 事務局 812-8307、受付：月水金のみ）

◆歴史散歩のお誘い
RCA 文化活動委員会では、２０周年を機会に我が街の歴史を振り返る講座を下記のとおり企画致し
ました。今回は、まず、講師による郷土の歴史について講義を受けていただいた後、緑園から長屋門・
相武国境の道コースをたどる 5.7km の行程を歩きながらポイントごとに講師の説明があり、歴史の史
跡を訪ねる健康を兼ねた勉強会です。つきましては、皆様お気軽にご参加下さい。お待ちしています。
☆日

時：３月８日（土） ９：００～１２：００頃 (雨天の場合は中止)

☆集合場所：緑園クラブハウス（７丁目）
☆講

義：「郷土の近代史と史跡を学ぶ」 講師：緑川宣子先生（泉区歴史の会）

コース：緑園～相武国境の道の碑～観音寺～憩いのまほろば～中丸家長屋門～五霊社～緑園
☆参 加 料：無 料（申込は 2 月 13 日までに RCA 事務局 812-8307、受付：月水金のみ）
☆持参するもの：飲み物(歩きやすい靴と服装で)

◆トークサロンのお知らせ
RCA 国際交流委員会では、来日している留学生や研修生との交流を通して緑園はもとより真の日
本を理解していただくという民間レベルでの交流促進に取り組んでいます。
毎回、ゲストスピーカーとして各国の留学生を招き、その国についてのお話をしていただき質疑応
答を行なう形式で進めています。トークサロンを通して留学生とは帰国後も交流が続いています。
身近な国際交流に参加してみませんか。外国語が話せなくても結構です。お気軽にどうぞ。
☆日

時：１月２６日（土） 午後１時３０分 ☆会 場：緑園クラブハウス

☆テーマ：「麗しの国モンゴル」
☆講

師：チメドドルジ・バットトクトホ（県技術センター研修生：モンゴル共和国）

☆参

加：無料（予約不要）

◆緑園オープンテニス大会のご案内
緑園に在住されている皆様の親睦と健康増進を兼ねたテニス大会（主催：緑園テニスクラブ）を下
記のとおり開催致します。なお、予約は、単独でお申し込みいただき、組み合わせは抽選で決めます。
◇日 時：３月２０日(祝) ９：００～１６：００
◇会 場：フェリス女学院大学コート
◇参加費：１,０００円(弁当、お茶、ボール、コート代)
◇種 目：男子ダブルス、女子ダブルス、ミックスダブルス
◇お問合せ：詳細は、各丁目掲示板をご覧下さい。 糟谷（８１２－６３９９）
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