
 

 

 

 

 

 

   

   

   
 
 

緑園地域の皆様、新年あけましておめでとうございます。

健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

日頃は、緑園地区社協の諸活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

緑園地区は、開発以来３０周年を迎えます。街の状況は引き続き少子高齢化（長寿化）が進展し、地域の状況に合わ

せた活動が必要です。地区社協としては、現在進めている第３期福祉保健計画

昨年は、準備の年として研修会の実施や自治会・各種団体と協働で子育て支援、各種サロン、健康づくり、ふれあい祭り、

施設訪問などを実施してまいりました。また

取り組みを行いました。これらの活動は、当

だより緑園」で情報公開しています。 

さて、今年は自治会や民生児童委員と協働し、自治会単位の「居場所・つながり」を開催いたします。

現在、８自治会のうち２自治会で居場所サロンを開催していますが、新たに「自治会館・クラブハウス」を利用した住民の

近場での開催とします。住民の皆様が誘い合って

関係では、子育て各グループや保育園を含めた“つながり”の「キッズフェスティバル」を１０月に

今年のテーマは、住民同士、子育て同士がつながりを

いき、“つながり”で

平成３２年には６５歳以上の高齢者率が２８

ますます重要となっています。

取り組んでまいります

１）健やかに暮らせるまち

２）人と人、活動と活動のつながりのあるまち

３）地域活動へ参加がすすむまち

最後に、地区社協の活動資金として、自治会を通じ「賛助会費」「共同募金」にご協力頂き誠に有難うございました。

地域の皆様のための福祉活動に有効活用いたします

  

平平成成２２８８年年度度  社社協協「「賛賛
本年度も多くの善意がみなさまから

平成２８年度緑園地区の「賛助会費」が連合自治会を通じて寄せられました。

このうち半額が地域に還元され、地区社会福祉事業の貴重な財源となります。

   

   

   

   

   

   

   

「賛助会費」は地区社協の福祉

賛助会費は地区社協の重要な活動資金として使用されます。皆様のご支援が地域の福祉の力となっています。

毎年自治会を通して、ご理解・ご協力をいただいています。
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緑園地域の皆様、新年あけましておめでとうございます。 

健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

日頃は、緑園地区社協の諸活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

緑園地区は、開発以来３０周年を迎えます。街の状況は引き続き少子高齢化（長寿化）が進展し、地域の状況に合わ

は、現在進めている第３期福祉保健計画(平成２８～３２年

昨年は、準備の年として研修会の実施や自治会・各種団体と協働で子育て支援、各種サロン、健康づくり、ふれあい祭り、

実施してまいりました。また、食事会の見学や子育支援準備会、居場所作り推進委員会活動等

当社協ホームページ（“緑園社協”で検索）や２ヶ月に１回発行される「地区社協

さて、今年は自治会や民生児童委員と協働し、自治会単位の「居場所・つながり」を開催いたします。

２自治会で居場所サロンを開催していますが、新たに「自治会館・クラブハウス」を利用した住民の

住民の皆様が誘い合って“つながり”、楽しい居場所としたく皆様の参加をお願いします。子育て

関係では、子育て各グループや保育園を含めた“つながり”の「キッズフェスティバル」を１０月に

今年のテーマは、住民同士、子育て同士がつながりをもつ「人・和のあるまち緑園」とし、

“つながり”で「地域住民が安心して楽しく暮らせるまち

平成３２年には６５歳以上の高齢者率が２８.４％になると予想され、地区社協の役割は

ますます重要となっています。 当社協では、活動の基本に

取り組んでまいりますので、地域住民の皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。

１）健やかに暮らせるまち 

２）人と人、活動と活動のつながりのあるまち 

３）地域活動へ参加がすすむまち 

最後に、地区社協の活動資金として、自治会を通じ「賛助会費」「共同募金」にご協力頂き誠に有難うございました。

地域の皆様のための福祉活動に有効活用いたします。今年もどうぞよろしくお願い致します。

賛賛助助会会費費」」あありりががととううごござ
本年度も多くの善意がみなさまから !! 

平成２８年度緑園地区の「賛助会費」が連合自治会を通じて寄せられました。 

このうち半額が地域に還元され、地区社会福祉事業の貴重な財源となります。 

福祉の応援団、「賛助会費」で貴方も緑園地区社協

賛助会費は地区社協の重要な活動資金として使用されます。皆様のご支援が地域の福祉の力となっています。

毎年自治会を通して、ご理解・ご協力をいただいています。 
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日頃は、緑園地区社協の諸活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

緑園地区は、開発以来３０周年を迎えます。街の状況は引き続き少子高齢化（長寿化）が進展し、地域の状況に合わ

平成２８～３２年)の実行の年となります。

昨年は、準備の年として研修会の実施や自治会・各種団体と協働で子育て支援、各種サロン、健康づくり、ふれあい祭り、

食事会の見学や子育支援準備会、居場所作り推進委員会活動等の新たな

社協ホームページ（“緑園社協”で検索）や２ヶ月に１回発行される「地区社協

さて、今年は自治会や民生児童委員と協働し、自治会単位の「居場所・つながり」を開催いたします。 

２自治会で居場所サロンを開催していますが、新たに「自治会館・クラブハウス」を利用した住民の

、楽しい居場所としたく皆様の参加をお願いします。子育て

関係では、子育て各グループや保育園を含めた“つながり”の「キッズフェスティバル」を１０月に予定します。 

とし、食事会の機会等も増やして

地域住民が安心して楽しく暮らせるまち」を目指します。 

４％になると予想され、地区社協の役割は

活動の基本に次の三本柱を掲げ着実に

ので、地域住民の皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。 

最後に、地区社協の活動資金として、自治会を通じ「賛助会費」「共同募金」にご協力頂き誠に有難うございました。 

今年もどうぞよろしくお願い致します。 

ござざいいままししたた！！  

緑園地区社協のサポーター！ 

賛助会費は地区社協の重要な活動資金として使用されます。皆様のご支援が地域の福祉の力となっています。 

  

発行日 平成２９年１月２０日 
発行者 緑園地区社会福祉協議会 

表 菅野 英夫 
事務局 緑園地区社協 広報部 

会長 菅野英夫 



 

 

  

 

緑園地区社協は関係諸団体の協力のもと

親睦、民生委員や社協メンバーとの交流等

当会・菅野会長のご挨拶に続き、近隣のヘルスメイト（食生活等改善推進員）さん

料理「ヒガト」などを頂きながら久しぶりの仲間

ギター＆フルート演奏

 

 

 

 

 
 

 

 

緑園シニアクラブ連合会は、去る１１月２７日（日）緑園地域交流センターに

おいて、第２回緑園芸能祭を開催した。当地はもとより近隣の方

組もが登壇し、カラオケやベリーダンスなど

出演者と応援者のコラボレーションにプロ歌手のご披露も加わり、２００余名

の観客ともども大いに盛り上がっていた。参加者は、地域の高齢者が主体で

福祉活動の一環であり、仲間づくりとしても有意義であった。

 

 

日本舞踊、ゲーム
１２月７日（水）午後、緑園地区社協と同地区民児協は、養護老人ホーム『横浜市新橋ホーム』を訪問した。

毎年恒例の行事となっているため楽しみにしている方

入居者が集まってきている。「広若会」の日本舞踊、「小学館アカデミーりょくえんとし保育園」の先生方による

「アマリリス」のフルートとピアノ演奏、「東花会」のハーモニカ演奏

した楽しい時間もアッという間に過ぎ、「みなさんお元気で！」と

 

 

 

 

 

 

緑園地区社会福祉協議会

関連記事は、緑園地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月予定/曜日 行　　　　事

第２木、第４金曜日 高齢者対象サロン

第１・第３木曜日 親と子のいばしょ

月・水・木・金曜日 親と子の居場所

第２火曜日 大人の居場所（ふらっと）

第２・第３水曜日、
第４金曜日

健康体操教室

第２土曜日 ヨガ教室

第３日曜日 南北緑友会例会

第４木曜日 あかちゃん教室

第３金曜日 緑園地区社協定例会

２月１９日（日） 福祉保健計画研修会(第２回)

２月２４日（金） 泉区社会福祉大会

３月２５日（土） 施設訪問

社

協

関

係

行

事 

おいしいお食事

日舞を堪能し！ ゲームやクイズ

のもと、１１月１５日（火）緑園地域交流センターにおいて

等を目的とする「一人暮らし高齢者のお食事会」を

近隣のヘルスメイト（食生活等改善推進員）さん特製の

仲間とのおしゃべりに花が咲いていた。食事後は、

ギター＆フルート演奏を楽しみ合唱し、民児協・牛見会長のご挨拶で閉会となった。

緑園シニアクラブ連合会は、去る１１月２７日（日）緑園地域交流センターに

第２回緑園芸能祭を開催した。当地はもとより近隣の方も併せ１１０人・

ダンスなどと日頃の練習成果を次々と披露、

出演者と応援者のコラボレーションにプロ歌手のご披露も加わり、２００余名

の観客ともども大いに盛り上がっていた。参加者は、地域の高齢者が主体で

福祉活動の一環であり、仲間づくりとしても有意義であった。 

ゲームやクイズ、フルートとピアノ演奏、ハーモニカ演奏を楽しむ
１２月７日（水）午後、緑園地区社協と同地区民児協は、養護老人ホーム『横浜市新橋ホーム』を訪問した。

毎年恒例の行事となっているため楽しみにしている方が多いとか、クリスマスツリーの飾られた広い

「広若会」の日本舞踊、「小学館アカデミーりょくえんとし保育園」の先生方による

「アマリリス」のフルートとピアノ演奏、「東花会」のハーモニカ演奏と続き、クイズに答えたり

した楽しい時間もアッという間に過ぎ、「みなさんお元気で！」と来年の再会を約しお開きとなった。

社会福祉協議会 http://www.ryokuen.gr.jp/external/shakyo/

関連記事は、緑園地区社協のホームページをご覧下さい。 

行　　　　事 場　　　　所 主催団体等

高齢者対象サロン 緑園地域交流センター 13:30 緑園サロン

親と子のいばしょ 緑園地域交流センター 10:00 ぐりん

親と子の居場所 ジスタス２Ｆ（郵便局上） 10:00 ピッコロひろば

大人の居場所（ふらっと） 緑園地域交流センター 10:00 民児協

健康体操教室 緑園地域交流センター

緑園西小学校 10:00 ＲＳＣ

南北緑友会例会 緑園クラブハウス 11:00 南北緑友会

あかちゃん教室 緑園自治会館 10:00 保健活動推進員会

緑園地区社協定例会 緑園地域交流センター 18:00 緑園地区社協

福祉保健計画研修会(第２回) 緑園地域交流センター 10:00 緑園地区社協

泉区社会福祉大会 泉公会堂 13:00 泉区社協・泉区役所

希望苑 14:00 緑園地区社協・民児協

時間

 第２水/10:00、第３水/15:00
 第４金/15:00　　主催：ＲＳＣ

（寄稿：緑園シニア連会長

おいしいお食事 アンサンブル・ドルチェ 

フルート演奏に聴き入り！ クイズを楽しみ！ 

おいて高齢者の引きこもり防止、

を開催した。 

特製のお食事、珍しい長崎の郷土

食事後は、「アンサンブル・ドルチェ」の

、民児協・牛見会長のご挨拶で閉会となった。 

ハーモニカ演奏を楽しむ !! 
１２月７日（水）午後、緑園地区社協と同地区民児協は、養護老人ホーム『横浜市新橋ホーム』を訪問した。 

飾られた広いホールには、大勢の

「広若会」の日本舞踊、「小学館アカデミーりょくえんとし保育園」の先生方によるクイズや、

と続き、クイズに答えたり、懐かしのメロディを歌ったり

約しお開きとなった。 

http://www.ryokuen.gr.jp/external/shakyo/ 

 緑園社協 検索 

主催団体等 備　　考

緑園サロン

ぐりん 申込み不要

ピッコロひろば 申込み不要

民児協 申込み不要

毎月/日程回覧

毎月/日程回覧

南北緑友会 シニアクラブ

保健活動推進員会 申込み不要

緑園地区社協 理事役員会

緑園地区社協

泉区社協・泉区役所

緑園地区社協・民児協 関係者

 第２水/10:00、第３水/15:00
 第４金/15:00　　主催：ＲＳＣ

寄稿：緑園シニア連会長 後藤登美雄氏） 

ステージ上の熱演!! 

全員で合唱 

ハーモニカに合わせ歌う !! 


