
由覧1 3 月
回覧紙等の情報⇒1丁目自治会ホームページでもご覧いただけます。

平成26年3月9日

緑園一丁目自治会会員各位

平成2ら年3月緑廊一丁日定例会

一丁自自治会康一ムベ→ダ⇒線虚一丁昌自治会で輪業

活用してください。過去の情報も見られます。

また、ご意見等もお寄せください。

【一丁目自治会関係】

緑園一丁目自治会　会長　横川　満

☆災害時要援護者支援組織⇒今後、支援を受けたい世帯の把握の方法について再検討

します。

☆自治会会員世帯情報⇒会員の新情報が生じたときは連絡をお願いします。

☆決算委員会・予算委員会⇒2月23日に開催。3月中に、あと1回程度開催して

26年度の各部の事業、予算等を計画する。

☆26年度自治会総会⇒4月13日（日）11時～12時（自治会館）

その後、新旧班長、役員の憩親会を開催

☆26年度班長さん遠出⇒未提出の班は、用紙の提出を至急お願いします。

☆26年度役員の補充等にご協力願います。⇒役員・依嘱委員の補充

☆お花見の会⇒4月6日（日）稲荷谷公園12時～2時半。雨天中止。回覧参照。

☆4月の行動⇒4月13日の活動

8：00～8：40　公園清掃、会館清掃、クリーン＆グリーンアクション

☆4月の定例会当日の行動⇒4月13日の活動

10：30～11：00　役員会

11：00～12：00　総会・定例会　　その後、新旧班長・役員での懇親会

【緑園連合関係】

○中田さちが丘線道路⇒歩道の石製ポールを鉄製ポールへ
・石製ポールが夜間見づらく、つまずくことがあるので

○緑園都市えきばた会議⇒テーマ　「緑園の魅力を高める」　於：相鉄文化会館
・緑園の魅力ってなんだろう？　3月16日（日）1：30～4：30
・市民主体のアイデアを出そう！4月20日（日）1：30～4：30、、
・アイデアを実現する方法を考えよう　5月25日（日）1：30～4：30

0線園地区活性化委員会⇒緑園子ども見守りプロジェクト　26年度スタート予定
～花で子どもを見守ろう～

・県警、泉警察署、泉区役所との連携
・背景⇒児童が巻き込まれる事故の多発　　防犯体制の強化を望む県民の声

安全安心の地域づくり
・概要⇒地域住民が自宅の玄関先に花を植えたプランターを配置して、児童の登下校時間

の午前8時や午後3時ごろに合わせて水やりや手入れを行いながら児童と挨拶
を交わすことにより、地域全体で見守る目を増やす

【区連関係】

○生ゴミの水切りを徹底しましょう。ゴミ量の削減に協力を。（資源循環局泉事務所）

○ゴミの分別をしましょう。

○ゴミを出す曜日や時間を守りましょう。ゴミステーションの整頓や清掃にご協力を！



緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

 

平成26年3月9日(日) 11:00～11:30 

総務部（記） 

 

- 一丁目自治会関係(レジメ参照) – 

 

1. 災害時要援護者支援組織  

    まず一丁目の対象者の把握について作業を進めている。 

    個人情報の管理等にも配慮しながら行っている。 

    ご近所に対象の方がいらっしゃったら、会長までご連絡ください。 

 

2. 自治会会員世帯情報 

 

3. 決算、予算委員会 

    1回目の委員会を2/23に開催しました。 

    近日、2回目の委員会を開催します。 

 

4. ２６年度自治会総会(4/13) 

 

5. 26年度班長さん選出 

    本日、来年度の班長さんのリストも全員いただきました。 

 

6. 26年度役員の補充等にご協力ください 

    26年度の現行役員は継続です。 

なお、女性部部長、副部長は補充しますので、ご希望の方は会長まで連絡を。 

 

7. お花見の会(4/6) 

    班長さんと役員の方は、8時に公園に集合してください。 

    ウェザーマップの予報から、この日に決めました。 

 

8. その他 

    訃報について。 



    講演愛護会から 

     4月の清掃も、今年度の班長さんが担当です。 

遊水池まわりのゴミ捨てが多かったのが印象的とのコメントがあった。 

     

     

 

- 緑園連合関係(レジメ参照) – 

 

1. 中田さちが丘線道路  

    歩道の石製ポールに夜間つまづく人が多いので、鉄製ポールに取り替えるとのこと。 

 

2. 緑園都市えきばた会議 

    今月は3/16開催の予定。 

    3月、4月、5月にそれぞれのテーマが決められている。 

 

3. 緑園地区活性委員会 

    26年度は、緑園こども見守りプロジェクトが進められる。 

    最近、子供が事故・事件に巻き込まれることが多くなっている背景がある。 

 

 

- 区連関連(レジメ参照) – 

 

1. ゴミの分別、生ごみの水切り、ゴミ出し日時への協力をよろしくお願いします 

   

 

 

以上 



由覧1 2 月
回覧紙等の情報⇒lT自自治会ホームページでもご覧いただけます。

平成26年2月9日
緑園一丁目自治会会員各位

平成2ら年2月緑風一丁白定例会

一丁目自治会

緑園一丁目自治会　会長　横川　滴

2月16日（日）9：30～12：00

。その後（9

となりま

酉4、へ向かいます。

す。多数の参加をお願いしまま象．

☆子どもどんと焼き⇒1月12日（日）実施済み。好天に恵まれ、焼き芋が大人気

☆役員選考委員会⇒26年度は改選期ではありませんが、各事業部の部長・副部長の補

充確定へ。役員の補充等にご協力願います。

☆各種依嘱委員の改選⇒青少年指導委員（2名）は改選。保健活動、消費生活、スポー

ツ等の推進委負の補充選出。ご協力ください。

☆決算・予算委員会の開催⇒2月中に開催し、26年度の各部の事業、予算等を計画。

☆26年度班長さん選出⇒3月定例会（3月9日）までに選出。用紙は総務へ提出。
☆ 3 月の定例会当 日の行動⇒ 3 月 9 日の活動

8 ：0 0 ～ 8 ：4 0　 公園清掃、クリーン＆グリーンアクシ ョン

1 0 ：3 0 ～ 1 1 ：0 0　 役員会

1 1 ：0 0 ～ 1 2 ：0 0　 定例会

【緑園連合開催】

○緑園都市「えきばた会議」3月、4月、5月に開催予定。

相鉄いずみの線沿線。環境未来都市の志向。地域住民が参加しワークショップ開催。
横浜市と相鉄が企画。参加希望の方は横川まで2月中に連絡してください。

026年度連合自治会行事予定
連合総会：5月24日（土）
緑園夏祭り：8月2日（土）緑園敬老会：9月15日（祝）
連合運動会：10月5日（日）ふれあい祭り：10月26日（日）
緑園一斉清掃：12月14日（日）特別パトロール：12月17日（水）
賀詞交歓会：1月10日（土）

【区連関係】

○確定申告だより（回覧）　ネットで申告を！

○自治会の担い手研修会　3月7日、11日　午後7時～9時　泉区役所　自治会より1名

○泉区地域協議会「実践事例から学ぶ地域課題解決」2月20日：区役所　午後6時



緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

 

平成26年2月9日(日) 11:00～11:30 

総務部（記） 

 

- 一丁目自治会関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園西小学校地域防災拠点の訓練(2/16) 

     参加者は９時に稲荷谷公園に集合のこと 

    ヘルメット、上履きを持参して下さい 

 

2. こどもどんと焼き(1/12) 

 皆さんと楽しみながら無事終えました 

 

3. 役員選考委員会 

    改選の時期ではないが、今後は部長１名、副部長２名体制を目指していきたい 

 

4. 各種委嘱委員の改選 

    青少年指導委員の２名が改選時期です 

 

5. 決算・予算委員会の実施 

    2/22(土)10:00に委員会の開催予定です 

 

6. 26年度班長さん選出 

    現班長さんは、来月の定例会で、新しい班長さんの名簿を提出のこと 

    なお80歳以上は免除されています 

 

7. その他 

・女性部からの案内 

ノルディック運動を3/1に行いますので、皆様の参加をお待ちしています。 

   ・緊急連絡網があればよいとの意見が出た。要援護者対応と個人情報管理などの 

    関係などの話題も合わせて出た。 

   ・毎年自治会の負荷が増えているのではないか。例えば、連合自治会の行事削減など 

の対策が必要ではないか。 

 

 

 

 



- 緑園連合関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園都市「えきばた会議」の開催(3月、4月、5月) 

   参加応募の締め切りは3/5(水)です 

2. 26年度連合自治会行事予定 

 

 

- 区連関連(レジメ参照) – 

 

1. 確定申告だより 

2. 自治会の担い手研修会(3/7、11) 

3. 泉区地域協議会(2/20) 

 

 

以上 



回覧紙等の情報⇒lT目自治会ホームページでもご覧いただけます。

緑園一丁目自治会会員各位

平成28年1月緑薗一丁自定例会

緑園一丁目自治会　会長　横川　満

新年明けましておめでとうございます。今年の皆様方のご多幸とご健康をお祈りいたし

ます。今年も旧年同様、自治会活動へのご理解ご協力をお願い申し上げます。

【一丁目自治会関係】

☆緑園年末一斉清掃⇒12月15日実施済み。今後も環境美化へのご協力を。

☆一丁日年末防犯パトロール⇒12月21日（土）22日（日）に実施済み。

門灯を点灯しましょう。安全安心のまちづくりの強化。日頃の防犯活動が重要。

☆ゴミステーション情報⇒決められた曜日、時間にごみを出してください

日常的に各地区のステーション管理をお願いします。

☆緑園西小学校地域防災拠点の訓練⇒2月18旨く郎　9：30～12．：00

拳卸草は9時1‥蔓分に稲荷谷公園祭合？＿その後、＿＿＿華中へ向坤、草す。‥
26年度からは緑園地域のみでの運営となります　多数の参加をお願いします。

☆役員選考委員会⇒1月未までに26年度の三役員決定。

役員の補充等にご協力願います。

☆各種依嘱委員の改選⇒青少年指導委員、保健活動、消費生活、スポーツ等の推進委員

の選出。ご協力ください。

☆稲荷谷公園のリフォーム⇒26年度に実施予定。意見等を泉土木へ提出済み。

☆子易川遊水池交差点に鉄柱が完成⇒これからも安全な街にしていきたいものです。

☆ 2 月の定例会当 日の行動⇒ 2 月 9 日の活動

8 ：0 0 ～ 8 ：4 0　 公園清掃、クリーン＆グリーンアクシ ョン

1 0I ：3 0 ～ 1 1 ：0 0　 役 員会

1 1 ：0 0 ～ 1 2 ：0 0　 定例会

【緑園連合閲係】
○緑風年末一斉清線⇒12＿月15日コ　は）実施¢街がきれいになる－。今後も環境整備の体制哲
〇線固地域年末防犯パトロール⇒12月18日（水）に実施。犯罪のない安全安心のまちづくり。

本年度は防犯に関する講演会を実施。パトロールは雨天のため中止。
○活性化委員会報告⇒小学生作文コンクール終了。表彰式1月11日（土）西の街ホール。

026年度連合自治会行事予定
連合総会：5月24日（土）
緑園夏祭り：8月2日（土）緑園敬老会：9月15日
連合運動会：10月5日（日）ふれあい祭り：10月
緑園一斉清掃：12月14日（日）特別パトロール：1
賀詞交歓会：1月10日（土）

【区建碑係】

家庭防災員研修受講者募集（泉消防署予防課）回覧参席

自分たちの街を自分たちで守ろう。多数の方の参加を期待します。ロ

ト　　：日．．．…．…．．…‥．．．M
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災害時要援護者支援活動 ＠
趣旨

災害発生時に高齢者、障碍者、乳幼児、傷病者、妊婦、日本語のわからない外

国人等の安否確認、情報伝達、救出援護、避難誘導等が、近隣助け合いの基に

円滑に進むよう、一丁目自治会があらかじめ当該世帯を把握するものです。

全戸配布

上記趣旨のとうり、地域住民全体の助け合いですから、自治会員のみでなく全
住民が対象となります。

登録カードの配布

回覧とは別に配布するので、福利厚生部で各班長宅にポスティングします。班

長さんが班内の全戸（自治会未加入世帯も含む）にポスティングをお願いしま
す。

封筒を配る

プライバシー保護のため、登録用紙回収用の封筒を配る。

50枚100円　　　　500枚1000円

配布物は、説明書、登録カード、封筒の三点セット

配布

1月22日ごろ

締切

2月20日

回収

班長さんの所に集まった封筒は、回収後数日以内に　会長横川満、福利厚生部

長金光継道宅のポストに入れていただくか、金光（812－2636）まで電

話をいただければ回収に伺います。

説明書の宛先は全戸配布のため　自治会会員各位ではなく、一丁目住民各位と

しました。

均



平成26年1月　日

一丁目自治会会長　横川　満

福利厚生部長　　　金光　継道

ー丁目住民各位

地域支え合も 登録について

昨年8月に災害時要援護者支援についての講演会を開かせていただきました。

この度要援護者の登録をお願いしたいと思います。

つきましては再びこのシステムの趣旨を記させていただきます。

●地域助け合い活動の一つで、災害時に避難などで何らかの支援を必要とされ

る方を事前に登録していただき、いざと云う時に自治会で安否確認や避難誘導

情報伝達、救出救護など出来るだけの支援をして行こうという活動です。

●政府の地震調査研究推進本部は、12月20日全国地震動予測地図の改良版

を公表しました。今後30年以内に震度6弱以上の揺れに襲はれる確率を表し

たもので、横浜全体では昨年と比べて63，3％から75，7％と上がってい

る。市役所周辺では71％から80，6％に上昇しています。30年以内とは

明日から30年の間にとゆうことで、先の事でも他人事でもありません。大き

な犠牲を払う前に、一人一人真剣に考えましょう。

●阪神淡路大地震の時、生き埋めや閉じ込められた方の98％近くは自分、家

族、近隣の方により救助されたと云われています。救急車、消防車その他行政

からの支援はすぐには届きません。特に自分で避難が困難な方は是非この助け

合いの活動に賛同いただき登録されることをお願いします。

●災害時要援護者とは、災害が起きた時、避難が遅れて大きな被害を受けやす

い高齢者や障碍者、乳幼児、傷病者、妊婦、日本語のよくわからない外国人な

ど何らかの手助けが必要な方です。

●個人情報の保護。ご登録いただいた個人情報につきましては、自治会長が責

任を持って管理し、この取組以外には使用致しません。他の地域へ引っ越され

た方や登録を取り消された方の情報は、最適な方法で消去します。



要援護者登録カード

緑園1丁目自治会長様

私は、緑園1丁目災害地域支え合いの取組みに賛同し、下記の個人情報等について、名簿等への掲載や自
治会長が必要に応じて、災害時に活用することを世帯を代表して承諾します。

平成　年　月　日

世帯代表者氏名

印

住所：　　 泉区緑園 1丁目　　 番　　 号

（　　 班）

自宅電話番号：04 5－ 緊急連絡先（携帯等）：

◎災書時に援護が必要なご家族（世帯代表者が援護が必要な場合も記入してください）
氏名 ・生年月 日・性別

してほしい理　 に　　 射　 て下　 い　　 p
氏名 1．高齢者 2 ．一人暮らし 3 ．寝たきり　4 ．歩行困難

5．障害 がある 6 ．乳幼児 7 ．妊婦 8 ．その他
（　　 年　 月　 日生） 舅 ・女

氏名 1．高齢者　 2 ．一人暮らし　3．寝たきり　4．歩行困難

5 ．障害がある　 6．乳幼児　 7 ．妊婦　 8．その他
（　　 年　 月　 日生） 舅 ・女

◎災害時親族・親戚や地域の支援者の連絡先

親族親戚
関係

氏名 I 性別

匝 ・女

住所

続柄

電話番号： 緊急連絡先（携帯等）：

氏名 I 性別

l男 ・女

住所

続柄

電話番号： 緊急連絡先（携帯等）：

日頃、支
援をお願
いしている

方

名 性別

男 ・女

住所

話番号．： 緊急連絡先（携帯等）：
名 性別

男 ・女

住所

電話番号： 緊急連絡先（携帯等）：

◎災害発生時に要支援者の安否確誌、情報伝達、救出援護、避難誘導などが近隣助け合いの基に円卓削こ、
進むように、一丁目自治会が、あらかじめ当該世帯を把握するものです。

◎ご提供いただいた個人情報は、自治会長が厳重に管理し、上記日的以外には使用いたしません。
◎このカードは個人情報保護のため、お手数ですが封鰍こ入れ封印して班長に渡すか、会長横川溝又は

福利厚生部長金光継道宅のポストにお入れください。
◎転出又は登録を取り消された場合、その個人情報は最適な方法で消去します。

◎外出が困難な方は金光hO45－812－2636までご連絡下さい。回収に伺います。

I・、



緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

 

平成26年1月12日(日) 11:00～11:30 

総務部（記） 

 

- 一丁目自治会関係(レジメ参照) – 

 

1. 広報誌について 

   新年号を発刊した。記事に関して、要望等があれば遠慮なく連絡をください。 

 

2. 緑園年末一斉清掃(12/15) 

 無事実施。町内は毎月実施しているので、より多くの皆様の参加を。 

 

3. 一丁目年末防犯パトロール(12/21-22) 

    街灯がついていないお宅には、点灯のお願い用紙を投函した。 

 

3. ゴミステーション情報 

    通りがかりの車からのゴミ出しが多く、乱雑に放置されている場合がある。 

    啓蒙・注意ポスターを市からもらって、掲示している。 

    整理整頓については、皆さんの協力をお願いいたします。 

 

3. 緑園西小学校地域防災拠点の訓練(2/16)  

    9:15に稲荷谷公園に集合。皆さんの参加を。 

 

4. 役員選考委員会 

    改選の年ではないが、役員補充について協力をお願いします。 

 

5. 各種依嘱委員の改選 

 

6. 稲荷谷公園のリフォームについて 

     公園ができて、25年経過した。 

     早期リフォームの要請を改めてお願いした。 

     なおトイレの設置については、多くの問題があるため不可能との回答あり。 

 

７. 子易川遊水池交差点に歩行者事故防止の鉄柱が完成した 

     市の土木課に要請していた。今月に完成した。 

     その他、遊水池周りの歩道強化をお願いしている。 

 



8. その他 

   ・女性部で、アクセサリー作り教室の開催を予定。20名募集。参加費は500円。 

    (2/17) 

    ・各部長さんは、決算、予算報告を会計部長まで、業務実績と計画を総務部長まで 

お願いします。(2/9まで) 

 

- 緑園連合関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園年末一斉清掃 

2. 緑園地域年末防犯パトロール(12/18) 

    防犯の講演があった。パトロールは、雨天で中止した。 

3. 活性化委員会報告 

    900名の小学生から、作文応募があった。 

4. その他 

・一丁目～四丁目が協力して、街灯、街路樹の整備を進めている。 

 初期投資を横浜市に要請している 

 その他にも、上記作文コンクールにもあったきれいな街、住みよい街を目指して活動

を継続している。 

 

 

- 区連関連(レジメ参照) – 

 

1. 家庭防災員研修受講者募集中です。 

  

 以上 



必衰 二亘‾‾童貞
緑園一丁目自治会会員各位

良いお年をお迎え

ください。

‘いっちょめ，くん

回覧紙等の情報⇒lT目自治会ホームページでもご覧いただけます。

平成25年12月8日

平成25年I2月繚薗一丁自定例会

緑園一丁目自治会　会長　横川　満
1°．t．．．t－．．．．．．°t“－．．．°一．－h．．．．．．．－．一．．．．．．．．．．．．●

【一丁目自治会関係】

☆緑周年未一斉清掃12月15日（日）。雨天⇒23日（祝）。

（8：00　稲荷谷公園集合）終了後⇒　須郷台公園で「おしるこ」サービスあり。

8：00～9：30年阜丁目担当区域⇒遊郭埠周瑠
☆年末防犯パトロール

12月21日（土）＆22日（日）稲荷谷公園集合（5：50）雨天中止

☆子ども．どんと境宣告鵠完墓追啓稲荷谷公園。雨天中止，
お正月のお飾り等をお持ちください。（焼却します）

☆民生委員が決まりました⇒　国井　百合さん（継続）25年12月1日付で委嘱

☆役員選考委員会⇒1月未までに26年度の役員等決定。ご協力を。

☆各種依嘱委員の推薦⇒26年度は青少年指導委員の改選期。ご協力を。

樽1－常置亨定等丁方丁首甘首石清新‾‾‾－‾………‾■‾‾‾………‾■‾…’…‾……‾．
ttt一一．dt．一一4ht

l

l

l

lI

！　8：00～8：40　公園清掃、自治会館清掃、クリーン＆グリーンアクションi

10：30～11：00　役員会（総務部所属の琉長さんは清掃終了後、自治会館集合。会場準備。）

11：00～12：00　定例会

14：00～16：00　子ども「どんと焼き」
L＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【緑園連合関係】

○緑園年末一斉清掃⇒ 12月15日（日）雨天の場合は23日（祝）両日雨天の時は中止。
参加の方は8時に稲荷谷公園へ集合。9時半ごろ終了予定。

〇線園地域年末防犯パトロール⇒12月18日（水）。2時より防犯講演会（交流センター）

その後パトロール。役員、防犯部で対応。

○緑園新年祝賀会⇒1月11日（土）12：00　交流センター。役員等で対応。

○緑園周回バス運行⇒来春に試運転可能の方向で現在は進んでいるとの報告あり。
○西小防災拠点運営⇒11月24日に西小防災備蓄庫点検実施。2月に防災拠点訓練予定。

○中学校建設⇒　今後、横浜市教委による東小、西小へのヒアリングがあるか。

○地域と革の集い⇒　緑園の課題について話し合った。有益な集いとなった。
稲荷谷公園のリフォーム工事が予定されている。

ヽ．．t．．．“．．．．．．．“．．．．．．．．．．“．．．．－．．．．．．．．－…．鵬．．．°Mt°1日目°＝°°°°“＝′t▼－…………Ha一°th－t

【区遠関係】

○泉区消防出初式⇒1月6日鯛）13：30～15：30　和泉遊水地多目的広場

〇年末年始のゴミ収集：生ゴミの水切り⇒チラシ回覧参照

自治会員各位

今年も残り少なくなりました。この一年、日頃の自治会活動に対して、ご

理解ご協力をいただきありがとうございました。新年の皆様方のご多幸とご

健康を祈願いたします。



緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

 

平成25年12月8日(日) 18:00～18:30 

総務部（記） 

 

- 一丁目自治会関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園年末一斉清掃(12/15、雨天の場合は12/23) 

 稲荷谷公園に８時集合。１時間半の作業予定。 

 

2. 年末防犯パトロール(12/21-22) 

    多くの人の参加を。また、毎月のパトロールにも参加ください。 

 

3. 子ども・どんと焼き(1/12)     

    ・昨年好評だった団子と焼き芋を提供します。 

 

4. 民生委員が決まりました 

 

5. 役員選考委員会 

 

6. 各種依嘱委員の推薦 

 

7. 稲荷谷公園のリフォームについて 

    ・具体的な要望を横浜市へ提出予定。そのために、各役員へ検討指示を行い、さらに 

     住民を対象としたシンポジウムを開催予定。 

 

 

- 緑園連合関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園年末一斉清掃 

2. 緑園地域年末防犯パトロール(12/18) 

3. 緑園新年祝賀会(1/11) 

    ・役員で対応します。 

4. 緑園周回バス運行 

   ・試運転を行う方向で計画が進んでいる。 

5. 西小防災拠点運営 

   ・課題としては、備蓄物の内容と重さを考えて保管しておく必要がある。 

6. 中学校建設 



7. 地域と区の集い 

   ・すでに要望書を出した中学校設置についての質問をしたが、検討するとの回答のみ。 

 

 

- 区連関連(レジメ参照) – 

 

1. 泉区消防出初式(1/6 13:30-、泉美遊水地多目的広場) 

2. 年末年始のゴミ収集 

    燃えるゴミ … 年末は12/30(月)まで、年始は1/6(月)から 

    資源ゴミ …  年末は12/28(土)まで、年始は1/4(土)から 

 

 以上 



由覧II月
緑園一丁目自治会会員各位

l……．1日‘°‘M．‘Ht▼．°11°°°4．°1°．仙川a．°．°tt

r餅つき大会jの運i
’つ常にご協力くださ！

互い。　　　　　　i

‘いっちょめ，くん

回覧紙等の情報⇒lT目自治会ホームページでもご覧いただけます。

平成25年11月10日

平成25年II再縁薗一丁自定例会

緑園一丁目自治会　会長　横川　満

【一丁目自治会関係】

☆緑園ふれあい祭り

・10月27日　実施。前日の台風一過で晴天に恵まれ、多数の方が楽しい1日を過

ごしました。

☆防災拠点校訓練⇒11月24日（日）19時～12時。雨天決行。

HUG（避難所運営ゲーム）訓練：資槍材使用訓練

参加体制⇒　1丁目委員・横川・嶋本・福田・横尾・皆川・五木田・小松

他の自治会員の参加も望みます。

☆1丁目防災訓練⇒12月1日（日）10時～11時。稲荷谷公園。（雨天中止）

消火器の販売等も実施します。詳細は回覧紙参照。

☆餅つき大会⇒12月8日（日）11時～1時。稲荷谷公臥固草津窄チ＿＿
餅つき大会ご案内用紙（無料引換券付き）⇒1世帯1枚です。

☆自治会役員選考委員会の立ち上げ⇒11月10日。各事業部長9名で構成。

◆12月の予定⇒12月7日（土）餅つきの準備　公園　午後1時より

12月8日（日）の活動

餅つき大会のため、公園清掃等はありません。

◆12月8日（日）の定例会当日の行動⇒18時より定例会⇒忘年会

17時半より役員会。総務は17時集合。

18時より定例会（30分程度）⇒忘年会（20時終了）
ヽp1°H．t…°一°D．1°tHtt°°°．Htea．44°Hej．4．t．tett．4°Hthtteu

【緑園連合関係】

0線風小中一貫校の設置についての要望書⇒横浜市教育委員会宛に11月1日に提出済み。

○地域と区の集い⇒11月10日（日）15時～16時半。緑園地域交流センター。
各自治会より3名程度参加。
緑園の課題等について行政側と意見交換をする。

○青ハト隊員募集中⇒緑園の安全安心のために活動参加をお願いします。

○緑園年末防犯総決起大会⇒12月18日（水）14時～17時　講演とパトロール
詳細は回覧紙参照。

【区連関係】
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O噸浜みどり税Jとこれからの緑の取り組み（みどり税導入は平成21年度より）

横浜市では、1樹林地を守る　2農地を守る　3線をつくる⇒3分野にみどり税を投入しています。
みどり．税は、個人としては年間900円。

く＞
緑園の緑の維持へ活用したい。クリーン＆グリーンアクションをより推進しましょう。
緑園lT目信号～東田谷公園入口信号間の道路植栽（サツキゾーン）の景観維持を図る。
昨年度は2丁目ともリンク。今後は、3丁目ともリンクしていきたい（準備中）。



緑園1丁目自治会会員各位 平成25年10月24日

会長　　　　　　　横川

福利厚生部長　　　金光

福利厚生副部長　　高橋

平成25年度　緑園lT目自治会バス旅行会計報告

日時　　　平成25年10月14日（体育の日）

場所　　　富浦海岸地引網と木更津アウトレット

参加者　　51名　大人38名　子供13名（幼児2名含む）

（収入）

（支出）

大人　　3，500円×38名

子供　　2，000円×11名

補助金（lT目自治会より）＿＿＿

（合計）

133，000円

22，000円

136，800円

291，800円

120，750円

16，450円

60，000円

1，600円

9，800円

4，000円

59，850円

11，550円

1，000円

4，350円

1，680円

248円

522円

291，800円

バス（1台）

有料道路

地引網

氷・容器

保険料（200円×49名）

運転手・ガイドの心付（2，000円×2名）

食事　大人（1，575円×38名）

子供（1，050円×11名）

運転手・ガイド（500円×2名）

写真

軍手

ビニール袋（魚持ち帰り用）

ウエットティッシュ・救急絆創膏・封筒

（合計）

平成25年度　緑周lT目自治会バス旅行の会計を上記のとおりご報告致します。

道
　
子

清
二
継
　
和

平成25年10月24日

福利厚生副部長　　高橋和子



平成25年11月10日

平成25年度　緑園1丁目自治会イベント収支報告

イベント名

開催日

時間

場所

※ふれあい祭り

※平成25年10月27日

※10：00～15：00

※緑園西小学校

ホットドッグ売上金 ￥47，750

計

支出 ウインナー（300本）

パン　　　（300個）

食材・調味料

ガスボンベ

備品

スタッフ用飲食費

￥47，750

￥10，470

￥9，400

￥4，640

￥3，150

￥4，940

￥19，287

計

収支差額 ￥47，750－￥51，887＝

平成25年度　ふれあい祭りの収支を上記の通り報告致します。

￥51，887

－￥4．137

青少年部部長　　高橋　聡



［：車□

緑園1丁目　年末防犯パトロール

一方だけで勧紡醇です

ご参勿をお待ちしておゲます

日時：12月　21日（土）

12月　22日（日）

17：50 稲荷谷公園集合

18：00　～18：30　パトロール

（雨天中止）

連絡先：横川自治会長、福田相談役、防犯部長　小松



緑園一丁目のみなさまへ

一丁目自治会長　横川　溝

鱒つ毒大会

日時：平成25年相月書白（8格旧）牛鱒II疇～年嬢I疇
場所：Jr自轄精舎公曲（痛罵決行・時刻変電あ叫）

おもち1パックは無料で差し上げます。

追加分は1パック100円でご購入願います。

販売メニュー：

●　おもち⇒あんこ、きなこ、からみの三種

（各100円）

●　けんちん汁　100円

●　ピール　　　200円

●　ジュース　100円

●　お茶　　　100円

＊お餅の軌ま限られています。できるだけ多く

の方にご購入頂けるよう、お餅は無料1パッ

ク分を含めて1人1回3パック迄とさせて頂

きます

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　切り取り線　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

緑園1丁目

昼＿塵＿轟＿＿＿＿斜　引　換　券

お餅1パックと引換えします。数に限りがありますので、

品切れの場合はご容赦ください。お早目にお越しください。

一丁目自治会長

番地 号　お名前



平成25年11月10日（日）

緑園1丁目自治会役員代表　　横川　　満

選考委員各位

平成25年度　　選考委員会の立ち上げについて

平成26年度は役員等の改選期ではありませんが、以下の事項においてのご検討をお顔い

します。1月未を目途に結論を導いてください。

1平成26年度の役員の確認

2　平成26年度の各種委嘱委員の選考（欠員の補充を含めて）

026年度⇒青少年指導委員の改選期（任期⇒26～27年度）

・奥津、横川に代わる方の選出が必要

○欠員補充⇒・保健活動推進委員1名（現在⇒山田音巳江）

・消費生活推進委員2名（現在⇒0名）

・スポーツ推進委員1名（現在⇒牧野幹夫）

○民生委員⇒囲井氏が再任方向（推薦済み）（26～28年度）

○放置自転車等放置防止推進協議会（毎年更新）⇒伊藤圭治氏の意思確認

3　平成27年度に向けて、役員、各種委嘱委員の選考方法について

例えば

※役員、委嘱委員選考においても班長遠出と同様にローテを考える。

そのため、33班をいくつかのブロックに分け、ブロック順に役員等を選出する。

この方法は、東の街、西の街や3丁目で取り入れている。



緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

 

平成25年11月10日(日) 11:00～12:00 

総務部（記） 

 

- 一丁目自治会関係(レジメ参照) – 

 

1. 収支報告(別紙参照) 

   福利厚生部から、バス旅行(５１名の参加)について 

青少年部から、ふれあい祭りについて 

 

2. 防災拠点校訓練(11/24、雨天決行) 

     皆さんの参加も大歓迎です。 

 

3. 一丁目防災訓練(12/1、雨天中止)、一丁目年末防犯パトロール(12/21-22、雨天中止) 

    

4. 餅つき大会(12/8) 

    体育文化部主催、女性部の協力でやっていきます。その他の方の協力も歓迎。 

    集合時間は、男性は８時、女性は９時です。 

 

5. 自治会役員選考委員会の立ち上げ(11/10) 

 

6. 会計部からの案内 

   下期自治会費の支払い時期です。該当世帯には案内用紙が入っているの 

でよろしくお願いいたします。 

 

 

- 緑園連合関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園小中一貫校の設置についての要望書について 

2. 地域と区の集い(11/10) 

    四季の径の維持管理、周回バス、中学校、東小前の信号設置などを 

    議題として予定している。 

 

3. 青パト隊員募集中 

    隊員が高齢化。若い人や女性の参加も歓迎です。 

 

 



4. 緑園年末防犯総決起大会(12/18) 

   交番前に集合。詳しくは回覧紙を参照ください。 

 

 

- 区連関連(レジメ参照) – 

 

1. 横浜みどり税 

    緑園の外周道路の緑化維持等に各自治会協力してやっていく。 

    その他、遊水池周りの剪定等のメンテナンスも強く相鉄に要請する。 

 

 以上 



回覧紙等の情報⇒lT目自治会ホームページでもご覧いただけます。

由覧IO月
緑園一丁目自治会会員各位

lいっちょめ，くん

rふれあい祭りjの

運営にご協力くだ

さい。

【一丁目自治会関係】

平成25年10月13日

平成25年IO月緑薗一丁白定例会

緑園一丁目自治会　会長　横川　満

☆緑園連合運動会

・10月6日　実施。皆さんのおかげで多数の方が楽しい1日を過ごしました。

☆防災拠点校訓練⇒　11月24日（日）9時～12時。雨天決行。

HUG（避難所運営ゲーム）訓練：資機材使用訓練

参加体制⇒　1丁目委員・横川・嶋本・福田・横尾・皆川・五木田・小松

他の自治会員の参加も望みます。

◆11月の予定⇒11月10日（日）の活動

8：00～8：40　公園清掃、クリーン＆グリーンアクション

（公園清掃・クリーン＆グリーンアクション⇒雨天中止）

多数の方の参加をお願いいたします。みんなで、まちをきれいにしましょう。

11月10日（日）の定例会当日の行動

10：30～11：00

11：00～12：00

【緑園連合関係】

役員会（総務部所属の班長さんは清掃終了後、自治会館集合。会場準胤）

定例会

〇線滴小中一貫校の設置についての要望書⇒横浜市教育委員会宛に今月中に提出（回覧参照）

○ふれあい祭り⇒10月27日（日）緑園西小。10時～15時。雨天決行。
実行委員（青少年部役員＆青少年部所属班長）⇒　自治会より3名予定。10月
定例会で決定。

1丁目のお店⇒　ホットドッグ屋さんを予定しています。
青少年部役員、所属班長担当。（協力　子供会）

io地域と区の集い⇒

te°ヽtet°tltt

11月10日（日）15時～16時半。緑園地域交流センター。
各自治会より3名。緑園の課題等について行政側と意見交換をする。

io緑園周回バス⇒　市の道路局に相鉄、神奈中が案を提出。実現の方向へ。
iO敬老会⇒　今年は台風の関係で中止となる。記念品の配布のみ。

【区遠開催】

0横浜防災ライセンス講習会（受講募集）

平成25年度リーダー講習会の受講募集が来ています。災害時の地域のリーダーが不足しています。
各自治会で、より多数のリーダーの誕生が期待されています。



班長・役員各位

子供会役員各位
平成25年10月13日

緑園一丁目自治会会長　　横川　　満

ふれあい祭りスタッフのお願い

いっも自治会活動に対し、ご理解ご協力いただきありがとうございます。　過日の運動会、皆様方の

ご協力により楽しい一日となりました。

さて、今月の27日（日）にはr緑園ふれあい祭り」（雨天決行）があります。青少年部の皆様方を中

心に取り組みますが、当日の【お店スタッフ】に20名程度の人員が必要ですのでご協力をお願いいたし

ます。下記のスケジュール予定で参加できるところにOを記入して、横川（住所⇒1－22－6：電話

⇒814－2751）のポストへ投函して下さい。

いただくとありがたいです。）

電話でも結構です。 （10月25日までにお知らせ

本日、提出できる方は、お帰 り時にお顔いします。

お名前

ふれあい祭りスケジ

☆会場準備10月26日……（土）1Ⅰ3：00～16：00　地域交流センター前集合

○前日準備：本部の準備中心

・地域交流センターから机等の搬出

・自治会館からテント等の搬出

メインは、お店スタッフです

が、準備、片付けの方にもお

手伝いいただくとありがたい

です。

☆会場準備　⊥9凰27日（日）　8：00～　9：00　　緑園西小学校校庭集合

〇一丁目のテント設営（西小校庭）

・一丁目公園から西小への運搬⇒役員で対応予定

・その他の方は、直接、酉小学校へ

○会場全体設営のお手伝い（本部関係）

☆会場後片付け10月27日（日）　15：00～

〇一丁目のテント撤収（お店スタッフ中心）（役員）

○会場全体の後片付け（本部関係）

☆お店スタッフ 1 0 時開店～ 1 5 時閉店⇒ここの運営が中心となります

口 。鵠 豊器 当・票 ッ妙め担当は㌫悪書貞軌嘩 柵I・
・ウイ ンナー ボイル担 当　 ・ウイ ンナー焼 き担 当　 ・ホ ッ トドッグっ くり



平成25年度緑園連合運動会収支報告書

1．イヘ●ント名　緑園連合運勤会

2．開催日　　平成25年10月6日（日）

3．場所　　線園東小学校

4．時間　　　9：馳～15：30

5．懇親会　緑園自治会館（18：00～20：00）

（景品，ビール350XlcS）

7．支出・1）早朝準備朝食12人分（セブンイげン・オニキリ、飲物他、板氷、ロックアイス）
2）運動会・弁当代（崎陽軒シュウマイ弁当・お茶セット＠750×150）
3）運動会・懇親会飲物代（ダイエー、ビール350XlcS、発泡酒350X2CS、スポーツドリンク等
㊤　懇親会薫手代（乗務スーJf－、菓子、つまみ、ジュース、ゴミ袋・紙コップ・紙皿他）
5）懇親会用寿司（銀のさら、大皿6皿）
6）懇親会用オードブル等（大皿6皿）
7）当日飲物不足分（マインマート、アクエリ2リットルX3）
8）懇親会用皿割り箸不足分（ファミリーマート）

5，340円
132，0仰円
11，636円
3．178円

28，棚円
30，0㈱円
4，618円

合計 215，213円

平成25年度緑園連合運動会の収支報告を上記のとおりご報告致します。

平成25年10月13日
体育文化部　井上　尚明



緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

 

平成25年10月13日(日) 11:00～12:00 

総務部（記） 

 

- 一丁目自治会関係(レジメ参照) – 

 

1. 広報誌 

    各世帯への配布をお願いします。 

    次回1月の掲載記事の要望があれば、広報部まで。 

 

2. 緑園連合運動会 

10/6に実施しました。詳しい様子は広報誌をご覧ください。 

 

3. 防災拠点校訓練 

本年度一丁目の運営委員は７名です。 

その他の方も、運営委員への参画は大歓迎です。 

 

4. 子供会で廃品回収が始まります。詳しくは回覧版をご覧ください。 

 

5. 体育文化部より 

運動会の収支を報告 

 

6. 福利厚生部から 

要援護、支援者の名簿作成を始める。 

明日10/14のバス旅行の案内。参加者は51名。 

     

 

- 緑園連合関係(レジメ参照) – 

 

1. 小中一貫校の要望書 

    早い段階で緑園に設置の要望書を提出する。 

    横浜市の東西南北に一か所ずつ設置の計画。緑園は西部となる。 

    緑園には他地区に比べて中学生のボランティアが少ない等、街へのかかわり  

    に中学生がほとんどいない。中学校は必要と感じている。 

 

 

 



2. ふれあい祭り(10/27) 

    前日準備も含めて協力者募集中。 

   当日の本部担当男性、お店スタッフ等多数募集しています。 

 

3. 地域と区の集い(11/10) 

   3-4名が参加予定。 

   小中一貫校、四季の道の補修問題、周回バス等の話題を提供予定。 

 

4. 緑園巡回バス…実現の方向にいくのでは、と期待している。 

5. 敬老会…台風のため中止となった。記念品の配布のみ。 

 

 

- 区連関連(レジメ参照) – 

 

1. 横浜防災ライセンス講習会 

    緑園全体でライセンスを持っている人は、まだ数名とのこと。 

    災害時の地域リーダーとして、講習会参加をお願いします。 

 

 以上 



回覧紙等の鯖報⇒lT日自治会ホームページでもご覧いただけます。

由覧　9月
緑園一丁目自治会会員各位

‘いっちょめ，くん

r運動会」やrふれ

あい祭りJの運営に

ご協力ください。

【一丁目自治会閲係】

平成25年9月8日

平成25年9月繰虚一丁白定例会

緑園一丁目自治会　会長　横川　満

☆緑園連合運動会⇒10月6日（日）緑園東小学校。雨天中止。午前9時～午後3時

※選手募集⇒会場で当日参加可能です。

※懇親会⇒当日午後6時より。自治会館。参加された方は是非ご出席ください。

※当日の運営担当⇒体育文化部、体育文化部所属班長。（協力　子供会）

☆敬老会⇒9月16日（月）敬老の日　緑園交流センター

．※本年度の名簿提出者は60名でした。そのうち15名の方々が会に参加い

たします。

☆防災拠点運営委員会⇒8月より新しい組織（本年度より緑園だけで運営）で運営を開始

しました。ご協力ください。

1丁目委員⇒　横川・嶋本・福田・横尾・皆川・五木田・小松

☆住宅・土地統計調査実施の知らせ⇒　全国的調査。

10月の予定⇒10月13日（日）

5年に1回。対象班のみに回覧紙。

8：00～8：40　公園清掃、会館清掃、クリーン＆グリーンアクション

（公園清掃・クリーン＆グリーンアクション⇒雨天中止）

多数の方の参加をお願いいたします。みんなで、まちをきれいにしましょう。

10月13日（日）の定例会当日の行動

10：30～11：00　役員会（総務部所属の班長さんは清掃終了後、自治会館集合。会場準胤）

11：・00～12：00　定例会

【線薗連合閲係】
0線属敬老会⇒9月16日（月）緑園交流センター。2時～4時。7 5歳以上の方対象。

0ふれあい集り410月27日（日）緑園酉小。10時～15時。雨天決行。
実行委員⇒　自治会より3名予定。10月定例会で決定。

1丁目のお店⇒　ホットドッグ屋さんを予定しています。
青少年部役員、所属班長担当。（協力　子供会）

○地域と区の集い⇒11月10日（日）15時～16時半。緑園地域交流センター。
各自治会より3名。緑園の課題等について行政側と意見交換をする。

○防災拠点運営委員会⇒本年度より、緑園1～3丁目、4丁目西での運営となる。
自治会員の積極的な参加が望まれます。

て官尊常備‘】
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イセンス講習会（受講募集）

平成25年度リーダー講習会の受講募集が来ています。災害時の地域のリーダーが不足しています㍉
各自治会で、より多数のリーダーの誕生が期待されています。（回覧紙参照）



平成25年8月11日

平成25年度　緑園1丁目自治会イベント収支報告

イベント名

開催日

時間

場所

収入

支出

収支差額

※緑園連合夏祭り大会

※平成25年8月3日（土）

※17：00～21：00

※緑園東小学校

金魚すくい売上金

スーパーボール売上金

計

￥38，500

￥50，000

￥88，500

￥62，400

￥4，200

￥945

￥18，722

￥86，267

金魚＆スーパーボール一式

スタッフ用バンダナ

備品（テープ、タオルなど）

スタッフ用飲食費

計

￥88，500－￥86，267＝ ＋￥2．233

平成25年度　緑園連合夏祭り大会の収支報告を上記の通り報告致します。

青少年部部長　高橋　聡



緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

 

平成25年9月8日(日) 11:00～12:00 

総務部（記） 

 

- 一丁目自治会関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園連合運動会(10/6) 

   選手は当日参加でも可です。懇親会にはお子さんも含めて参加ください。 

   なお募集していた記録と進行担当は、班長から参加いただいた。 

 

2. 敬老会(9/16) 

   75歳以上が対象。一丁目からは６０名中１５名が参加予定。 

 

3. 防災拠点運営委員会 

    ８月から緑園だけの新しい組織で運営を開始した。 

    一丁目からは７名の委員が参加。 

    １１月に防災訓練を予定している。大勢の参加を期待します。 

 

4. 公園の防災備蓄倉庫 

    倉庫が公園に２棟ある。このほかに西小にもあり。 

    公園のケヤキの根が倉庫下に伸びて、扉が開きにくくなっている。 

この対応を役所と検討している。 

 

5. 住宅・土地統計調査実施の知らせ 

     土地の広さ、居住している世帯等を調べるとのこと 

     26班、19C班、19B班、19A班、2班、4A班、9班から調査世帯をサンプリング。 

該当班には調査票があるので、記入回収にご協力ください。 

     全国で350万世帯がサンプリングされている。 

 

6. その他 

     バス旅行の参加応募者は４７名。 

 

 

 

 

 



- 緑園連合関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園敬老会(9/16) 

2. ふれあい祭り(10/27) 

3. 地域と区の集い(11/10) 

各自治会から３名出席する。 

    緑園の課題は中学校設置、周回バスの運行。 

   なお周回バスについては、早ければ秋頃に試運転がありそう。 

   その他、遊水池の草かり、四季の道の補修等の課題がある。 

4. 防災拠点運営委員会 

 

 

- 区連関連(レジメ参照) – 

 

1.  横浜防災ライセンス講習会 

      災害時のリーダー養成講習会のこと。受講者を募集中。 

      

    

 以上 



回覧紙等の情報⇒lT官自治会ホームページでもご軌、ただけます。

由覧　＄月
緑園一丁目自治会会員各位

‘いっちょめ，くん

大変暑くなってき

ました。健康に気を

つけましょう＜

お徽いします。
亡妻内

全世帯配

・バス族 平成25年8月11日

平成25年●月緑風一丁白定例会
l－‾．‾’‾‘‾－‾．‾－‾’‾‘‾．‾t‾‘‾‘‾’‾．1

連戦会の遵芋に多数の！

方の豊鎌をお貴いしま；緑園一丁目自治会　会長横川　満
l

【一丁目自治会関係】；す。
′1°鵬tt岬－ヽ細川．もり．－．叫．．．．．．．．．．．．．．．．．．一．t．．．．．．．．．．鵬．－．．．．．．．．．．．．、．……－．“．．－．．．．．．、、．－鴫．．．．．．叫．．．t°…＝4日t4…tt°ht一°t▼Mthtt…仙川ttt
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☆縁ヰ連合運動会⇒10月6日（日）緑園東小学校　雨天中止　午前9時～午後3時

※選手募集用船ま、社長さんが取りまとめ、9月の定例会にお持ち下さい。

※運動会地区役員（8名）名簿は今月末に本部へ提出。

※9月の定例会で再度、ご案内します。

☆敬老会⇒9月16日（月）敬老の日　録園交流センター

※本年度の名簿提出者は60名でした。そのうち15名の方々が会に参加い

たします。

☆防災拠点運営委員会⇒8月より新しい組織（本年度より緑園だけで運営）で運営を開始

します。ご協力ください。

☆－丁目キズーナ⇒本日の講演会を契機とし、今後の展開を考えていきます。

9月の予定⇒9月8日（日）の活動

8：00一一8：40　公薗清掃、タリーン＆グリーンアクション

（公庫清掃・クリーン＆グリーンアクシ討ン⇒雨天中止）

多数の方の参加をお願いいたします。みんなで、まちをきれいにしましょう。

9月8日（日）の定例会当日の行動

10：30～11：00　役員会騰務部所属の班長さんは清掃終了後、自治会館集合。会場準鼠）

11：00～12：00　定例会

【縁戚連合関係】
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i n線l超敵貴会＝iq月1只R　‖ヨ1施随I番済＿レ、ノ々．＿　り睦～；0線蹄敬老会⇒9月16日（月）緑園交流センタこ。 2時～4時。75歳以上の方対象。

iO緑筒中学校問題⇒中学校建設問題は最終段階にきています。是非、緑園に中学校ができるようにし
ましょう。9月6日（金）講演会　義家　弘介氏　緑園交流センター

t r大切な子どもたちに、今本当に伝えたいことJ
18：50～20：30（申込制）

；0選挙開係予定⇒8月25日（日）横浜市長選。終日、自治会館使用。

iO防災拠点運営委員会⇒本年度より、線周1～3丁目、4丁目酉での運営となる。
，　　　　　　　　　　自治会員の積極的な参加が望まれます。
ヽ．．一一．－．－．－．－．．－．一一票ご＝ごご．．．－．一．一一．－．－．．－．．一…州．．．．．リh．．．軸．．．．一こここごニここ．．“．一．－．－．－．．鵬．一一一“－．．－．．．．．．－．．．一所一一…咄…．．心．…．．．．－．一°′．．．．．－．e°－………－′－．．0°－4－一一一卯．．叫P坤°一一“′t州一一′t…．J“－4°…－p……°▼He＝°p“叫tP－4一．44°－．′一°“－坤°t岬岬一一°

【区連閲係】

○熱中症を防ぐために

熱中症の予防⇒水分補給と暑さを避けることが大切です。

自力で水を飲めない、意識がないときは直ちに119番救急要請をしましょう。（泉消防署）



緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

 

平成25年8月11日(日) 11:00～12:00 

総務部（記） 

 

- 一丁目自治会関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園連合運動会(10/6、雨天中止、順延なし) 

選手募集用紙は次月定例会に提出のこと。 

なお役員2名を募集中。記録、進行が担当です。 

 

2. 敬老会(9/16) 

  最後の名簿提出は昨日の夕方。名簿を出されない方もいた。 

  敬老会出席は１５名。 

 

3. 防災拠点運営委員会 

  今年度から緑園だけで運営。そのための準備委員会を作った。 

 

4. 一丁目キズーナ  

   本日１６時から、自治会館で講演会を行う。  

演題は「災害発生に備えた地域助け合い体制つくり」 

助け合いの輪を広げていきたいので、是非参加を。 

 

5. バス旅行についての説明 

   全世帯に案内用紙を準備した。 

 

6. 蚊の駆除 

    本日４回目の蚊の駆除剤を投薬した。 

 

7. その他 

    ・本日の公園清掃は２９名の方に参加していただいた。(環境部) 

    ・一丁目くんのTシャツは２０枚製作して、完売した。(広報部) 

    ・防災倉庫の扉が壊れたので修理する。(防火防犯部) 

    ・7/22に公園の落ち葉が燃えているとの通報があった。かなりの火だったので 

     消防に通報した。今後、気をつけていく。(防火防犯部) 

 

 



- 緑園連合関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園敬老会 

2. 緑園中学校問題 

    横浜市は別計画で東西南北に小中一貫校を考えているよう。 

    この状況下で、要望書の提出を考えている。街作りとしても中学校は 

    必要。例えば、この街で奉仕活動をしている中学生を見たことはない。 

3. 選挙関係予定…8/25(日) 終日、自治会館使用 

4. 防災拠点運営委員会 

 

 

- 区連関連(レジメ参照) – 

 

1. 熱中症を防ぐために 

    

 以上 



回覧紙等の情報⇒lT日自治会ホームページでもご覧いただけます。

由覧　7月
緑園一丁目自治会会員各位
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【一丁目自治会関係】

全世鞭配布お意いします。

・敬老会のご乗内
・蔓無りのど乗内 （抽遷券付） 平成25年7月14日

平成25年7月緑薗一丁白定例会

緑園一丁目‘自治会　会長　横川　満

☆夏集り役割分担⇒8月3日（土）5時～9時　緑園東小学校　　予備日　4日（日）

※班長、役員全員で役割分担をお顔いします。

※1丁目のお店⇒金魚すくい＆スーパーボールすくい

☆敬老会参加者名簿⇒ヱ星旦主星疎密畢旦空室』班長さんは名簿を8月5日までに横川

まで届けてください。ポストへの投函で結構です。

☆班長定年制⇒80歳で一応区切ります。但し、本人の意思を尊重します。

☆一丁目キズーナ講演会⇒回覧紙参照。8月11日（日）封浄～3時色　白指虐儲L

☆防犯灯のLED化⇒一丁目は本年度8灯。遊水地の周囲を優先的に明るくしました。

昨年度までに17灯設置済み。25年度までの合計　25灯。

LED⇒ulかtEm誠広ngDiode（発光ダイオード）

8月の予定⇒8月11日（日）の活動

8：00～8：40　公韓清掃、クリーン＆グリーンアクション

（公園清掃・クリーン＆グリーンアクション⇒雨天中止）

多数の方の参加をお願いいたします。みんなで、まちをきれいにしましょう。

8月11日（日）の定例会当日の行動

10：30～11：00　役員会（総務部所属の班長さんは清掃終了後、自治会館集合。会場準備。）

11：00～12：00　定例会

【緑園連合関係】

〇線固敬老会⇒9月16日（月）緑園交流セン タ一。

0線国中学校問題⇒中学校建設問題は最終段階にきています。是非、緑園に中学校ができるようにし
ましょう。

0選挙開係予定⇒7月21日（日）参議院遠。8月25日（日）横浜市長選。終日、自治会館使用。

○相鉄いずみ野沿線の街づくり⇒ゆめが丘駅、いずみ野駅。緑園都市駅も対象となる？

0線韓周回バス⇒アンケート結果を市道路局からバス会社に提出。バス会社で検討中。

【区連関係】
4°ヽ°．ttel．＝…－tt．4°．．．H．．．．．．．．．．．．．4．．…．．H．HHいH．t．．．．．．．．．．．t．．……………．心．．．、．－…．1H．ヽ．．°．4H．1．．tH．41°4tt－▼▼ヽ－htH．t。－．°t．°°ttH．ヽtte41°ヽ°°ヽh°▼°e．4ヽttt°°°t°tt°．－．°°l

iO泉区まちづくりみらい塾⇒まちづくりを学習したレヽ方、応募してください。

iOお乗りの食中毒予防講習会⇒7月23日（火）泉区役所4階AB会議室。

第1回　午前10時～11時。第2回　午後2時～3時。申し込み電話：800－2451

各回先着70名まで。



平成25年6月　28日

公立中学校設置問題の現在

緑　園　連　合　自　治　会

緑園中学校設置推進協議会

I　繚璃15年来の悲願一運動に三つのピークがあった

緑園には、緑園東小の隣に中学校予定がある。中学校誘致の運動はこ

こ15年の間に三つのピークがあった。平成10年と平成18年と、そし

て平成21年からの今回と。

Ⅱ　何故、中学校誘致が実現できなかったのか。

実現しなかった理由は、行政側の事情と地元側の事情と、それぞれに

あったと思われる。

（1）　行政側の事情

①　中学校分離・新設の設置基準（31学級超過）に達しないこと。

②　横浜市の財政事情の悪化

（2）　地元側の事情

①　私立中学校への進学率（当時70％前後）が突出していた。

②　地元誘致運動の一本化または盛り上げが不足していた。

Ⅲ　三度目の正直により、行政個の対応が変化してきた。

（変化の要因）

（1）地元運動を一本化し、平成22年6月15，000名余の署名簿を添え

て「中学校設置の陳情書」を提出したこと。

（2）またポスター・パンフの作成、住民フォーラムの開催、市議・国

会議員の働きかけなどで運動を継続したこと。

（3）これに対し、横浜市および教育委員会が地元意見に耳を傾ける機

運に変化したこと。などである。

Ⅳ本年度（平成25年）が、この運動の正念場と思われること

（1）横浜市は、平成24年度および平成25年度と継続し、調査費予算

を計上し中学校設置の是非を検討していること。

（2）現在は、「小中一貫校」の設置候補地として、市内二ヶ所が有力

とされ、どうも緑園がその一つでないかと思われること。

（3）最終決定は、地元の要望がまとまっていることが前提と思われる。

（4）地元要望　現在小学校二校の併存を含めて中学校設置の要望書

を早期に提出する必要があると思われる。



 

緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

平成25年7月14日(日) 11:00～12:00 

総務部（記） 

 

1. 会長より配布資料「夏祭り」、「敬老会」につき全世帯配布のため、取りやすいよう 

  手前に重ねるなど取り漏れのないよう配布して欲しい旨注意あり。 

 

2. 敬老会参加者募集の結果提出期限について。7月31日締め切り、 

8月5日会長あて提出。 

 

3. ８０歳以上の班長委嘱は原則免除することに。 

 

4. 1丁目住民対象のキズーナ講演会 「要援護者支援活動について」 

  8月11日（日） 午後2時から3時 自治会館にて 

 

5. 防犯灯LED化 今年度1丁目は８灯。 累計２５灯、全防犯灯数 １１８灯 

 

6. 緑園の街活性化が今後課題となる。 駅前の商店閉鎖が続く上、サンモール商店会も閉会となった。 

 

７．班長さんの夏祭り屋台担当時間分け 

  午後５時～6時 小澤（青少年）、斉藤（女性部）、後藤（体育文化） 

  午後6時～７時 平井（総務）、西村（総務） 

  午後7時～8時 大橋（女性部）、高山（青少年）、秋山（青少年） 

  午後8時～9時 大橋（女性部）、高山（青少年） 

以上 



回覧紙等の情報⇒lT日自治会ホームページでもご覧いただけます。
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【一丁目自治会関係】

平成25年6月9日

平成25年6月緑園一丁日定例会

緑園一丁目自治会　会長　横川　満

☆遊水地周囲の環境浄化⇒1，2丁目自治会として取り組みます。草刈り等の諸問題に

ついて文書で対策等を要請していきます。

☆新会員加入促進⇒班長さんは、班の新会員獲得に向けてご協力ください。

☆自治会会員世帯数の把握⇒毎月の定例会で班の会員世帯数の報告をお願いします。

会員数の変化が生じたときは速やかにご連絡ください。

☆クターン＆ダ，－ン⇒1丁目、2丁目、4丁目の東花会、さわやかクリーン運動の会

ハマロー ド⇒緑園全団体

（4 団体）の連携が出来ました。
との連携が出来ました。今後、緑環境の維持発展について協議

しながら街づくりについて動きます。

☆25年度日赤社資⇒昨年度と同額、81，000円拠出。（200円X405世帯）

☆練帝夏祭り⇒8月3日（土）青少年部企画運営。スタッフに進んで参加して下さい。

☆女性部役員⇒部長に林美保子さん、副部長に眞鍋尚子さんが就任しました。

◆7月の予定⇒7月14日（日）の活動

8：00～8：40　公庫清掃、会館清掃、クリーン＆グリーンアクション

（公帯締・タ，－ン＆グリーンアクション⇒雨天中止）

多数の方の参加をお願いいたします。みんなで、まちをきれいにしましょう。

7月14日（日）の定例会当日の行動

10：30～11：00　役員会（総務は10時15分集合）
11：00～12：00　定例会

【緑園連合開催】
0線韓夏集り⇒8月3日（土）予備日4日（日も各自治会より実行委員2名選出。

青少年部より2名の委員選出。

0第9回線内ふれあいフェスティバル⇒6月23日（日）緑園地域交流センター。9：30～。

0光の筒の夏集り⇒7月13日（土）交流センター。10時～2時。

○選挙開係予定⇒7月21日（日）参議院選。8月25日（日）横浜市長選。終日、自治会館使用。

0連合自治会総会⇒5月25日（土）終了。全ての議事、原案通りとなる。今後、連合の活動に対し
ご意見等ある方は横川までご連絡ください。

【区連・隋條・】
’－．ここここここ1u．1．－－－こ一t．・hq．tH．1．▼Jhthヽ－．°－．．▼－ヽ．h－．－t．、一一一．．．．．一一一°一．．1い．．一一一．．一．．－．一、－．．．．－．－．－－．H－．一一H．一一，．一一．一一．．－．一一一．．1．．－．．－．．．－．H．一一．．．一一一．－．－．．．－．ヽ一▼一一・一一一．ヽ一、－．ヽ．．．tり．シー．－▼一°一一．一、－－－．－．．．－．．．．．．．．．°ケ．t．ヽ°°－▼1－．ト．－ヽ°ヽ－トー一一°．－P．H．▼－4”F1．．HP°ヽ．P一一t一一°ヽ－．▼す一°．°ヽ4。．．H．．H．trb一一ト．．rヽ一．°°．．°一一．°一．－tヽ．一一

〇ゴミの出し方⇒努定枝・草を排出するときは、1～2日乾燥させてから出してください。

（資源循環局泉事務所）

0一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員の推敵こついて（健康福祉局）



平成25年5月27日

緑園一丁目自治会長

横川　満　様

福利厚生部

金光継道

高橋和子

バス旅行費用補助の依頼について

今年も、会員の福利厚生の一環として、日帰りバス旅行を行う事となりました。つき

ましては前回同様費用の補助をお願いいたします。

予定は下記のとおりです。

記

日時　平成25年10月20日（日曜）

目的地　富浦海岸地引網体験と木更津アウトレット

人数　80名　（大人60名、子供20名）

予算　支出　神奈中観光　大型バス（45人乗り）2台

バスガイド乗車

有料道路、駐車代

障害保険

地引網　卜瀾）

昼食、鯛釜飯ご勝1600×80

その他

合計

収入　参加者負担　大人　3，000×60

子供　2，000×20

自治会補助金

合計

210，000

31、500

59，200

16，000

63，000

128，000

12，300

520，000

180，000

40，000

300，000

520，000

上記の計画の実施に補助金300，000円をお顔いします。

今後の予定

6月．神奈中観光と契約

7月　回覧用チラシ作成

8月　参加者募集

9月　集金、バスの席決め



rお花見j収支報告

平成25年6月9日
体育文化部

平成25年4月7日開催の花見会の収支を報告します。

花見会当日は、天気もすばらししく満開の桜の下、楽しいひとときを過ごされたことと思います。
班長さん、役員さんのご協力本当にありがとうございました。

花見大会（平成25年4月7日12：㈱－j4：30）

収入の部

上　　　　　　　　　　　　　　　　　0 円

（－昨年度　　2600円）

食材
串フランク
飲物・氷・おにぎり
ガスボンベ
子供用菓子・ゲーム

支出の部
24，722円
26，910円
35，082円
6，300円

13．455円

題造量－…・…l島計…1－＿一二l二つ止豊甘
（一昨年度 ▲131，476

127．506円）

以上



緑園一丁目自治会 定例会議 議事録 

 

平成25年6月9日(日) 11:00～12:00 

総務部（記） 

 

- 一丁目自治会関係(レジメ参照) – 

 

1. 遊水池周囲の環境浄化と安全強化 

・先月RCAの総大会が開催され、遊水池周囲の環境浄化に取り組むとのこと 

・遊水池の公園側の草刈りがされていないので、RCAへ明日確認する 

・小易川遊水池前の交差点には、歩道に車止めの鉄柱がない。歩行者も多い 

ため、この鉄柱を設置してもらうように勧めていく 

・遊水池まわりのガードレールは相鉄所有。車の転落を守るために設置された 

とのこと。しかし歩行者が多いので、歩行者を守るためのガードレール等を設 

置が出来ないかを働きかけていく。 

 

2. 新会員加入促進 

 

3. 自治会会員世帯数の把握 

・毎月、世帯数の確認をお願いします。入り口に記入用紙が置いてあります。 

 

4. クリーン＆グリーンアクション（サポーター募集等） 

   ・緑園全体の活性化も含めて、各自治会等と連携して協議していきます。 

 

5. ２５年度日赤社資 

   ・一世帯200円×405世帯分=81000円を自治会費から拠出します 

 

6. 緑園夏祭り(8/3) 

  ・スタッフを募集しています 

 

7. 女性部役員 

    副部長の林さんが部長に、女性部で班長の眞鍋さんが副部長に就任しました。 

 

8. 自治会費の徴収の説明 

  ・徴収した人の名簿欄に電話番号がありますが、空白でも結構です。 

  ・半年分か１年分で、徴収して頂ければと思います 

  ・全員分の徴収が終ったら、農協へ払い込んで下さい。あるいは、次回定 

例会の時にお渡し下さい。 



  ・全員の年間徴収が終った班は、名簿を会計へお渡し下さい。 

 

9 .その他 

  ・資料の訂正-自治会役員名簿に掲載されている女性部の連合女性部担当は、 

大滝さん・藤田さんに訂正 

  ・来年度から、班長さんは原則80歳までとします。 

  ・公園愛護会から、公園清掃等のお礼 

 

- 緑園連合関係(レジメ参照) – 

 

1. 緑園夏祭り 

2. 第９回緑園ふれあいフェスティバル 

3. 選挙関係予定 

4. 連合自治会総会 

 

- 区連関連(レジメ参照) – 

 

1. ゴミの出し方 

  ・ゴミステーションへの不法投棄や放火等もあり、いろいろな問題が出てきている。 

  ・班長さんも時々で結構ですので、気をつけて見て下さい。 

   何かあれば環境部長か会長まで連絡を下さい。 

  ・リサイクルの出来る衣類は、火曜日です。その他の衣類は、家庭ゴミの日に出

して下さい。 

 

2. 民生委員、児童委員及び主任児童委員の推薦について 

 

以上 



由覧15月
緑園一丁目自治会会員各位

‘いっちょめ，くん

【一丁目自治会閲係】

平成25年5月12日

平成25年5月緑園一丁日定例会

緑園一丁目自治会　会長　横川　満

☆遊水地周囲の環境浄化⇒1，2丁目自治会として取り組みます。草刈り等の諸間膚に

ついて文書で対策等を要請していきます。

☆班・回覧の迅速化⇒24年度より会員数の多い班については回覧部数を増やしました。

週内で回覧できるようにご協力ください。

【回覧紙は、1丁目自治会ホームページでもご覧いただけます】

☆自治会会員世帯数の把握⇒毎月の定例会で班の会員世帯数の報告をお願いします。

会員数の変化が生じたときは速やかにご連絡ください。

☆25年度役員等の補充にご協力願います。⇒役員・依嘱委員の補充

お引き受けできる方をお知らせください。

▼6月の予定⇒6月9日（日）の活動

8：00～8：40　公園清掃、ク，－ン＆グリーンアクション

多数の方の参加をお願いいたします。みんなで、まちをきれいにしましょう。

◆6月9日（日）の定例会当日の行動

10：30～11：00　役員会（総務は10時15分集合）
00～12：00 定例会

阿】前回ふれあいフェスティバル⇒6月23日（日）緑園地域交流センター。9：30～。
出演料：カラオケ￥1500　舞￥2000　申し込み先：緑園社協へ。5月末締め切り。

○泉区よりゴーヤ、西洋アサガオの種子配布⇒緑園東小学校、西小学校へ。
希望者にも配布予定。

0第22回ふれあいザいずみ軽スポーツ大会⇒6月8日（土）10時～。和泉遊水地。雨天中止。

0相鉄いずみ野線沿線の次代のまちづくり⇒市建築局＆相鉄で。緑周都市の再開発も期待？

0選挙開係予定⇒7月21日（日）参議院選。8月25日（日）横浜市長選。終日、自治会館使札

0連合自潜会総会⇒5月25日（土）午後2時。西の街ホール。代議員は自治会役員で対応。
025年度連合自治会行事等予定

連合総会：
緑園夏祭り
連合運動会
新年祝賀会
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月
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〇
月

月
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5日（土）
3

月

l

特別パトロール：1

日（土）緑園敬老会：9月16日（祝）
6日（日）ふれあい祭り：10月27日（日）
日
月

1
2

（土）緑園一斉清掃；12月15日（日）
19日（木）

【区連関係】

；0ゴミの出し方⇒勢定枝・草を排出するときは、1～2日乾燥させてから出してください。

（資源循環持泉事務所）

io自転車マナーアップ酎ヒ月間⇒5月31日まで。自転車による事故等の防止。怖交通安全対策協）



戒25年度　赫練一丁日自治会年間予定

L ‾‾‾‾　　　　　　　　　　 l 控か月蠣車乗握せ‾1 I－か月餅棚 会で l　　　　　　　　 固

一丁日自治会行事息会書薔予定　　　 I連合自治会・RCA 弾傷 社協鱒鎌＆昏・市・区痍傷
4 月 0 花見会実篤（体育文化瀞）

0 決算・予算委員会3 0 議案書検討役員会2
0 会計鑑査く第1遵）4月6 日ごろ 0 議案書印
0 総会（第3 日曜）⇒定例会兼畿親会（総務1恥

臍（総務）0 蚊の駆除計牽く環境）

ニ U ヘルメット蹴りl定例会で班長へJ防火防犯部 U RC A幕代貸■花の！貴市賽 U 日赤：江東割目凋懐け駄目の

．′：．・’°°th

0 着人生徽迎合（子供会） 0 連合総会
0 敦の蒙緻藁薦投薬計繭握稟（環境部） 0 防犯ハト総会

6 月 0 蚊の駆除薬剤投薬く第1回目）環境部 0 夏祭りお店計菌（青少年都） みんなで　　　　　　 ．：・謹∴；：
0 夏祭り店妻鼻募集決定へ °　　°　　°　t協力して　　　　　　　 ．尋．‘’・二二：．・

やっていきましょう．　　 ふ三集う．’
7月 U 】匿の駆膵巣桐1賢巣 貫之四日 環礪郡

0 ラジオ緯線（子供会）
jm 祭りお店覆　 l冗1第賛j

雷：ご打
t°

0 線疇敬老会拳轟く用繚回覧）
（名簿作成〉

a月 －　1h▼－
’フ

◎定例会を実施
0 線霹連合夏祭J実施
0 線霹凄含運動会新宮（体青文化細
0 （役員・選手募集）用紙配布

0 ふれあい祭り計肯く青少年部）

9月 0 隷属敬老会（連合主催）
0 運動会榛東（定例会）

0 ふれあい祭り提案（定例会）

10 月 ■ 0 運動会実施日遅め原則） 0 ふれあい祭り実施
（月末日韓日）0 餅つき大会計旨く体青文化部）（女性如

0 忘年会計青く総務部） 0 社協賛助金貴く自治会費よ明
11月 0 役員等選考委員会立ち上げ

0 防災劃錬＆消火畿斡旋（防火防犯部） 0 地域と区長との懇談会

全世帯（印付き無料配布券）

0 ヘルメット発注（防火防犯部）
0 手どもどんと焼き計繭（青少年薗）（子供会）
0 餅つき大会針爾捷稟（定例会）⇒鼓長・役員
0 去年会計善捷稟（定鏡会）（総務部）

0 花の頒布会くRc心

当書名簿作成配布⇒ご案内用紙配布

＝ U 研つぎス餐 電翫日暮雷ヌ化郡1⇒有年讐天
0 役員等濃考期間　　　　　　 （総務部）
0 年来訪犯パトロール（防火防犯部）
0 クリスマス会（子供会）
0 手どもどんと鰊き計藷錬賽く定例会）

0 割雷1年禾一部雷掃

0 線陣年末防犯パトロール

U 只：I珂碁安く日j替奮責より1

4ナ．
．　°∴一畳午．
－．′：lこ字．‘：二一

1月 0 手どもどんと焼き栗篤く第2 日種別
0 三食及び役員決定（1月未）

0 線霹賀詞交換会 －ヽh－〃′

・・：‘．．・・
2月 0 総会・懇親会計画準傭（総務部）

0 総会議案書作成（総務）3月定例会紺 ＝
0 次期班長遺出書類配布
0 総会議案書原稿⇒各書集部で作成

〇百小地域防災拠点割線

0 防犯研触　　　　　 大

／

き な イ ーヾ ン トは

※彙務報告＆決算報告く本年度） 魅 長 、 牧 貴会 貴 で

束事業針草案＆予算案（次年度）
0 決篤・予薫委員会1（2 月未）⇒最終日嶋田（1
0 花見会計画（体青文化部）⇒協力⇒女性細：

踪 2芸も親甜 拍 務， き よ 雷 † 急 告 、。

3月 0 総会・懇親会計画準備提案（定例会）
0 総会議案書作成（総務）⇒3 月定例会蘭 こ

l
0 花見会計藷抜寒く定例会）⇒仕事分担表＆花見のお知らせく回覧）
0 決算・予算委員会2 （3 月未）
0 お舅れ会（子供会）0 議案書検討役員会1

年4回実施 0 会館清掃（4・7・10 tl月　　　　　　　　　 見守り幕動く誌時）　　　　　 青 少 年 蕩 i阻当

の篇2 日曜日）8時 青／くト隊＝争火、木曜日 0 夏祭り　8月3 日（土）
0 公庫書刈り・消毒等　　　　　　　　　　 毎月27 日⇒交番の日 0 ふれあい祭り 10 月27 即 日）

時実線 0 紡犯パトロール等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〇千どもどんと焼き 1月

0 クリーン＆グリーンアクション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 体 育 文 化 慮　 担 当

厨 亀　 慧薫亨昌馳蓋篭冨伯）
量子 供 会 に よる廃 品 回 収 ⇒ 毎 月 、第 4 日曜 日 0 忘年会12 月 0 懇親会4 月

毎月実施　 0 篇之日曜日の行軸

1 公轟潰線：クリーン＆グリーンアクション　 ⇒ 2 役員会　　 ⇒ 3 定偶会

（8時～8時45分）　　　　　　 （10時単一11時） （11時－12時）

義夜の防犯パトロール⇒定例会開催前の会離日（7 時～8時） 稲荷谷公薗集会 6時50分



緑園１丁目自治会 定例会 議事録 

平成 25 年 5 月 12 日（日）11:00～12:00 

―協議事項（レジメ参照）― 

 

１．会長からの報告 

定例会レジメのとおり。 

 

２．審議事項 

 

３．各部報告、依頼事項 

（環境部長より） 

蚊除去剤は年４回に変更する。 

ゴミ捨てマナー違反は注意しましょう。 

車の場合はナンバーを控えましょう。 

 

 

 

以上 



由覧　4月
緑園一丁目自治会会員各位

‘いっちょめ，くん

【一丁目自治会閲係】

平成25年4月14日

平成25年4月緑園一丁日定例会

緑園一丁目自治会　会長　横川　満

☆要援護者支援組織⇒連合として本格的に取り組んで2年目。各自治会での取り組みを

強化。福利厚生部で具体的に動いていきます。

☆班・回覧の迅速化⇒24年度より各班の回覧部数を45部から60部へ。

週内で回覧できるようにご協力ください。

【回覧紙は、1丁目自治会ホームページでもご覧いただけます】

☆自治会会員世帯数の把握⇒班世帯数に変化が生じたときは、連絡してください。

☆25年度の役員・部長・依嘱委員等⇒回覧：総会資料で確認してください。

☆25年度役員等の補充にご協力願います。⇒役員・依嘱委員の補充

お引き受けできる方をお知らせください。

細5月の予定⇒5月12日（日）の活動

8：00～8：40　公園清掃、クリーン＆グリーンアクション

多数の方の参加をお願いいたします。みんなで、まちをきれいにしましょう。

■5月12日（日）の定例会当日の行動

10：30～11：00　役員会（総務は10時15分集合）
11：00～12 00　定例会

0線南地区活性化委員会⇒地域のつながりを強化し、コミュニケーション豊かなまちを創る。
地域の支え合いの取り組みとしてr地域通貨タスカル券」。「緑園坂の駅ポンチ」。
統一感のある緑の園の継承としてrクリーン＆グリーンアクション」を展開中。

0線南周回バス運行⇒アンケートの分析結果を基に、新路線の需要推計、増便路線の需要推計などを
横浜市道路局からバス会社に提出し、バス会社で検討中。

0中学校問題⇒調査費が市の予算で計上された。横浜市は東西南北で、4校の小中一貫校の設立を目
指している。緑園地区は西部方面での有力候補となっている。

○連合自治会総会⇒5月26日（日）午後2時。西の街ホール。代議員は自治会役員で対応。

025年度連合自治会行事等予定
連合総会：
緑園夏祭り
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日）

土）緑園敬老会：9月16日（祝）
連合運動会：10月6日（日）ふれあい祭り：10月27日（日）
新年祝賀会：1月11日（土）緑園一斉清掃：12月15日（日）
特別パトロール：12月19日（木）

【区連閑係】

0振り込め詐欺にご注意⇒3月、泉区内で3件発生。被害総額は約1000万円。（泉警察署）

不審な電話があったら、すぐ110番！

0地域防災拠点の区割り変更⇒平成25年度より連合自治会、学校区を考慮した区割りへ移行。



概長各位

班長さんの仕事

以下に班長さんの仕事内容をあげましたので、参考として下さい。

1．定例会への出席

望5年4月14日（日）

緑園一丁目自治会

①毎月一回の定例会に出席して下さい。伝達事項、回覧物の配布などがあります。開催別ま前もって文書でお知らせ
致しますが、毎月第2日曜日の午前11時～12時を予定しています。

②定例会は会員からの要望や意見を自治会へ伝える場でもあります。会員の声を是非反映させて下さい。

2．回覧の手
定例会で配布された回覧物を、各会員に回して下さい。できる限り早く回覧できるように日付を入れたり、不在の会員

宅は後回しにしたりするとかの工夫をお願いします。

【回覧が終わったものはしばらく（2カ月程度）保管しておいて下さい。】

キ自治会事業部部員への参叫
平成15年度から班長さんには、総務乳広報部、防火防犯部、環境部、交通臥福利厚生部、女性部、体育文化部、

青少年部のいずれかに所属していただき、自治会活動の活性化を図っています。

巨．各種行事の手伝い
⊥丁目自治会や緑龍連合自治会で行う各種行事の手伝いをお願いすることがあります。ご協力下さい。

【餅つき大会、運動会など】

5．地域の清

毎月第2日曜日8時より、稲荷谷公館（遊水池テニスコートわき）の清掃とクリーン＆グリーンアクション（幹線道路の

植栽ゾーンの除草）を行っています。会員の参加を積極的に呼びかけて下さい。
4月、7月、10月、1月には自治会館の清掃があります。く第2日曜日8時より）

また、年1～2回、緑園地域全体の大清掃を実施しています。

．会費の集金
①自治会費の集金をお願いします。なるべく半年単位で集めて、会計まで届けて下さい。

【会費Iを一世帯1カ月5㈱円です。内訳⇒自治会費3㊥円十RCA会費1咄円】
②会費を前納された方が転出される場合は、次のように取り扱って下さい。

【15日以1和こ引っ越しする場合は、その月の分を含めて返金】

【16日以降に引っ越しする場合は、翌月分以降を返金】

自治会入会の
①自分の受持ち班に新しい入居者が来た場合は、自治会への入会を勧誘して下さい。

【入会の届出用紙は総務部で用意してあります。】

②自分の受持ち班の会員が転出その他の理由で脱会する場合には、会計又は総務部にご連絡下さい。

①一丁目自治会が組織するr街の防災組織」の一員になっていただきます。

【r街の防災租乱及びその活動については、定例会等で説明いたします。】

②防犯パトロール、防災訓練等には会員の参加を積極的に呼びかけて下さい。

．次期班長運
①班長さんの任期は1年です。任期が終わるときは次の班長さんを決めていただきます（2月中に遠出）ので

各線で選出ルールをあらかじめ決めておいて下さい。

②留任でも縮横です。


