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***** 第 45 号 *****

新年度予算 4,129,265 円成立
4 月 18 日（日）午前 9 時 30 分から緑園クラブ
ハウスに於いて、平成 22 年度緑園五丁目自治会
総会（第 20 回）が開催されました。
総会へは委任状を含めて 284 名の会員が出席
され、右記の議案が全て承認されました。
自治会は会員の皆様の貴重な会費で運営され
ています。 今年度も新役員・新班長と会員の皆
様方のご協力に依って、五丁目内での生活が快適
に成るよう頑張ってまいります。
自治会は毎月１回定例会を開催して、承認され
た予算に基づいて各種事業を審議し実行致しま
す。
会員の皆様で自治会に対してご意見・ご要望の
ある方は役員・班長までご連絡して頂ければと思
います。

吉﨑会長挨拶

総会式次第
1.総会成立宣言
2.開会挨拶
3.議長および書記選出
4.議長就任挨拶
5.議案審議および報告
第 1 号議案 平成 21 年度事業報告
第 2 号議案 平成 21 年度決算報告および監査報告
第 3 号議案 平成 22 年度役員
第 4 号議案 平成 22 年度事業計画案
第 5 号議案 平成 22 年度予算案
平成 22 年度班長（報告）
平成 22 年度対外委員（報告）
自治会細則改正（報告）
6.議長解任挨拶
7.閉会

上野議長
関書記

菅野副会長による
事業報告＆計画説明

総会風景

吉川会計による
決算＆予算会計説明

新旧役員・班長による
引継ぎ懇親会風景

地域活動への関心度（内閣府「国民生活選好度アンケート調査資料」より抜粋）
地域の人が中心になって積極的に取り組んで欲しい事項
1位
2位
3位
4位
5位

防犯や防災に向けた対策・・・・・・・85.1％
高齢者への介護、福祉・・・・・・・・79.1％
少年への健全な育成・・・・・・・・・75.1％
身のまわりの環境保全・・・・・・・・72.1％
祭りなどのイベント・・・・・・・・・41.0％

五丁目の皆さんの関心度は如何でしょうか？

ごみ収集回数の変更
「燃やすごみ」の回収は、年間を通じ
て週 2 回（月・金）となります。

横浜市の「災害・緊急時医療
情報キット」の配布希望者募
集を五月上旬頃行います。
高齢者世帯・一人住まいの方
の応募をお待ちしています。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看
守する邸宅、建造物若しくは艦船に
侵入し、又は要求を受けたにもかか
わらずこれらの場所から退去しな
かった者は、三年以下の懲役又
は十万円以下の罰金に処する。

キット→

【刑法 130 条】

予告

3 月 17 日午後 4 時過ぎ 6 丁目で、「書留配達」
を装う押し込み強盗まがいの３人組が玄関から
室内に入り込む事件が発生しました。
この種の呼び出しがあっても、玄関ではなく門
扉の外で待って頂くよう、日頃から対応するよ
うに心がけましょう。
無断で門扉を開けて住宅地内に入ると、住居侵
入罪（刑法 130 条）が適用されます。

六月五 日（
土 ）に五丁
目恒例
の『ふれあ
いまつ り』
を開催
予定です。
詳細は別途
ご案内
しますので
、お楽
しみに！

緑園で強盗事件発生

一寸一言(疾走する電動バイク）
上海の交通で最も印象的なのが、自動車と「電動バイク」の多
さです。 数年前までは自転車の大群であったが、最近の中国
の発展を示すように、自転車から中国製電動バイクの大群に代
わっています。 価格が 6 万円・一回の家庭充電で約 30km
走行・自転車並みで免許要らず・ヘルメットなし・騒音なし（歩
行者は少し不安）などで、エコ社会に大きく貢献して
いるようです。 あのバイタリティから考えれば電気
自動車の台頭も時間の問題でしょうか？

五楽会「山を登ろう会」からご案内
◎登山日：5 月 23 日（日）
◎登る山：茅ヶ岳（標高 1,704ｍ）山頂からは、
富士山、甲斐駒ケ岳などの南アル
プス連山や八ヶ岳などが一望
◎出 発：緑園 5 時 30 分頃予定
◎会 費：6,000 円程度
◎その他：参加人員が 10 名以上の時はマイク
ロバスを利用
◎申込先：5 月 5 日までに、811-0268 田村
宛てに、氏名・電話番号をＦＡＸ
で申し込む

月

日

毎月第 2 日曜日
同上
同上
毎週木曜日＆第 1 第 3 月曜日
毎月第３土曜日
毎月第 1 土曜日
毎週火曜日
5 月 23 日（日）
毎月１回
5 月 23 日(日)
5 月 29 日(土)
6 月 5 日(土)
6 月 5 日(土)

行

事

北ノ入公園清掃
役員会
班長会
五丁目内防犯パトロール
囲碁クラブ＊
ウォーキングクラブ＊
グランドゴルフ＊
山を登ろう会＊
ソフトボールクラブ＊
RCA 総代会
連合自治会総会
第 5 回ふれあいまつり
花の頒布会(ＲＣＡ)

１ヶ月で１kg 減量するには⇒１日約 240ｋcal を減らす必要
◎カツ丼(922ｋcal)を親子丼(569ｋcal)にして
◎苺ショートケーキ(338ｋcal)を最中(120ｋcal)にして
◎ビール(350ml,150ｋcal)を焼酎水割(100ｋcal)にして
◎ウォーキングを 1 時間して（体重 60kg の人）
◎ジョギングを 1 時間して（体重 60kg の人）

－353kcal
－218kcal
－50kcal
－252kcal
－480kcal

緑園五丁目の世帯数と人口（平成 22 年 3 月 31 日現在）
◎世帯数：451 世帯
◎人 口：1,239 人（男性：618 人、女性：621 人）

場

所

北ノ入公園
緑園クラブハウス
同上
北ノ入公園集合
緑園地域交流センター
美しい景色を求めて
緑園東公園多目的広場
茅ヶ岳
緑園多目的スポーツ広場
西の街ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰﾎｰﾙ
西の街ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰﾎｰﾙ
北ノ入公園
東小学校校庭

時

間

9：00～
10：30～
13：00～
19：00～
9：00～
9：00～
10：00～
5：30～
9：00～
10：00～
14：00～
9：30～

備

考

皆さん参加しましょう
全役員
全班長
皆さん参加しましょう
第 44 号の年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ参照

その都度ご案内

詳細は別途ご案内
詳細は別途ご案内

『五楽会』
（＊印の行事）入会をお待ちしています。ご連絡先：rgotyoume@yahoo.co.jp

