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  明けましておめでとうございます。昨年１１月に委員会のメンバーが、 
かわりましたのでご報告いたします。 

       委員長  Ａ棟 ○○ ○○ 
       副委員長 Ｄ棟 ○○ ○○ 
       委員   Ｄ棟 ○○ ○○、Ｄ棟 ○○ ○○ 
            Ｅ棟 ○   ○○、Ｆ棟 ○○ ○ 

 新年を迎え、新メンバーでよりいっそう努力していきますので、よろしく

ご支援、ご協力のほどお願いいたします。 
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 ご意見、ご要望などをどしどしお書きください。（ご記名をお願いします） 

 

１４（月） 燃えるごみ収集日 成人の日 
１５（火）   
１６（水）  燃えないごみ収集日  
１７（木） 燃えるごみ収集日  
１８（金）  粗大ごみ収集日  
１９（土）  理事会  ペット登録更新受付 
２０（日）   
２１（月） 燃えるごみ収集日  
２２（火）   
２３（水）  びん収集日  
２４（木） 燃えるごみ収集日  
２５（金）   
２６（土）  諮問委員会合同会議 
２７（日）   
２８（月） 燃えるごみ収集日  
２９（火）   
３０（水）  ペットボトル紙衣類収集日 町内会月例会 
３１（木） 燃えるごみ収集日   

 

 １（金）   
 ２（土）  管理組合役員会 
 ３（日）  広報委員会 

４（月） 燃えるごみ収集日  
５（火）   
６（水）  かん収集日  
７（木） 燃えるごみ収集日  
８（金）   
９（土）  環境整備委員会 

１０（日）   

 
 

加古川グリーンシティも築１６年を過ぎ、共用部分の設備等に劣化や不具合が
発生しつつあります。管理組合理事会では長期修繕計画表の修繕周期及び資金を
適宜見直すことにより、『現居住者の住みよい環境』を整えるため、昨年の第１６
期管理組合通常総会で承認・可決された事業項目を遂行していきます。 
 また、今年は決議された事業項目以外にも周辺環境の変化に伴う検討事項があ
ります。 
 
例えば 
１．ペイオフ問題に関する対策 
  区分所有者が出し合って貯めた多額の修繕積立金を、金融機関の破綻によ 

って損失を受けるような事態を防ぐためにどう対処するか検討していきます。
理事会では、２００２年４月にペイオフ対象となる定期預金を普通預金に変 
更し、２００３年４月の普通預金ペイオフ解禁までに結論を出せるよう検討 
を進めます。 

２．小門口跨線橋（加古川駅西側）落橋に伴う迂回路安全対策 
  ２００２年５月に予定されている小門口跨線橋（加古川駅西側）落橋による、

グリーンシティ周辺道路の自動車交通量増加に伴う歩行者（特に学童）の安全
確保に対する検討を、県や市とともに進めていきたいと思います。 

 
 グリーンシティの住環境を改善するためには、居住者全員の理解と協力が必 
要です。右図に示したようにグリーンシティ管理組合は、居住者全員で構成す 
る組織です。"ルール・マナー"を守るのは居住者の"義務"であることを認識し、
住みよい環境をみなさんの手で築いていきましょう。

 

 
 
 
 
 
 
 

理事会役員１３名

組 合 員 （ 区 分 所 有 者 ） 

監 事 
（監査機関） 

総 会
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管 理 組 合
（組合員全員で構成する組織）

選任 選任 
諮 問 委 員 会
（環境整備委員会）（ＩＴ委員会）

理 事 長
（ 管 理 者 ）
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理事会（業務執行機関）

 明けましておめでとうございます。 
昨年の総会でご報告いたしましたように、ＩＴ委員会とし 

ては１月末に答申案の提出を行うため１２月２２日（土）に 
委員会を開催し、見積依頼に必要な「マンション内ＬＡＮ 
設備」の基本仕様を話し合いました。それに基づき数社に見積依頼を行いまし

た。委員会としては居住者の方に最適な情報共有設備を構築するため、今年も 
活動しますのでご協力お願いします。居住者の方の前向きな意見をお聞かせく

ださい。 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 
新年にあたって、環境整備委員会の新体制を紹介します。 
 

委員長    Ａ棟  ○○ ○○ 
副委員長   Ｄ棟  ○○ ○○ 
書記     Ｆ棟  ○○ ○ 
委員     Ｅ棟  ○○○○○ 

Ｆ棟  ○○ ○ 

選任

 
 
明けましておめでとうございます。 

１７期の修繕委員会の新体制が決定しました。 
新役員は以下のとおりです。 
委員長   Ｅ棟  ○○ ○○ 
副委員長  Ｂ棟  ○○ ○ 
委員    Ｂ棟  ○○ ○○、  Ｂ棟  ○○ ○○  

Ｃ棟  ○○ ○○、  Ｅ棟  ○○ ○ 
今期も昨年同様、修繕事業に理解と協力をお願いします。 
昨年１２月の長時間の停電は、敷地内に敷設してある関西電力の設備（地中

幹線）に異常があったためでしたが、グリーンシティ所有の地中幹線等につい

ても、今後調査が必要と考えています。敷地内の建物・設備について居住者の

方で何かお気付きの点があれば、当委員会宛ご意見箱へ投函してください。 



 明けましておめでとうございます。昨年は、氷丘南小学校ＰＴＡ活動
にご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。今年もよろし
くお願いいたします。 

さて最近駐車場で、かくれんぼなどの遊びをしている子どもたちをよ
くみかけます。車の陰から急に出てきてびっくりさせられたことが、何
度もありました。非常に危険ですので、子どもたちにご家庭での指導を、
また見かけられた方はその場での注意をお願いいたします。   
 

１月８日の立ち当番は次の方でした。 
間形交差点北側 ・・・・・・  Ｄ棟  ４０３号 ○○○さん 
平野踏切 ・・・・・・・・・  Ｇ棟  ４０２号 ○○さん 
Ｆ棟→Ｅ棟→Ｄ棟→Ｃ棟→Ａ棟→Ｂ棟→Ｇ棟の順番で回ります。 

 
  

昨年１２月２２日の「ふれあいもちつき大会」は
たくさんの子どもたち、お父さん、お母さん 
おじいちゃん、おばあちゃんに参加してもらい 
盛大に開催できました。ありがとうございました。  

今年は、町内会会則の変更に続いて 
１１月には町内会を管理組合に統合し 
町内会と管理組合を一体化し、今まで 
以上にグリーンシティのコミュニティ 
を充実させていきたいと思っております。 

居住者の皆さんのご理解とご協力を 
お願いいたします。 
 
 

みなさんお楽しみの町内ボーリング大会を次の日程で開催いたします。豪華
賞品を用意していますので、腕に自信のある方はぜひ参加ください。  

日  時：２００２年２月２４日（日）１３時～ 
場  所：セブンボール 
実施要項：１人２ゲーム 
参加資格：小学生以上の方 
参 加 費：１０００円 
募集人員：６０人 
申し込み用紙を後日（１月末頃）各戸に配布しますので 
その用紙にてお申し込みください。 

 

 メリーゴーランドに乗っている子どもに手を 
振っている人がいたので、「お子さんですか？」 
とたずねたら「はい」と答えました。今度は降 
りてきた子どもに「あれは君のママ」とたずね 
たら「ちがうよ！」と答えました。 
さて、二人はどんな関係なの？ 

 新年明けましておめでとうございます。 
今年も役員一同、力を合わせて頑張りたいと思います。 
本年も少年団活動にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたし
ます。 

お楽しみ会のご案内 
日時：１月２６日（土）ＡＭ１０：００ 
場所：グリーンシティ集会所ホール 
持物：ナップサックなどの袋 

くつを入れるビニール袋 
参加申し込みをしていただいた団員の皆さん、ありがとうございました。
今年は、ビンゴゲームをはじめとする、楽しい催し物を用意しています。
みんなで、楽しいひとときを過ごしましょう! 楽しみにしてくださいね。

２００２年（平成１４年）   １ 月   １４日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学
玉玉玉子子子ののの殻殻殻ののの破破破片片片ががが入入入っっってててしししまままっっったたたららら    

玉子料理の時、玉子を割ってボウルなどにあけますが、その時玉子の殻の破片が
入ったりしませんか？あの破片は、なかなか取りづらいものです。 

そこで登場するのが割った玉子の殻。玉子の殻で入ってしまった破片をすくうと
結構簡単にすくえます。これは、玉子の殻の破片の周りには玉子の膜があり、その
膜は他の物に対しては滑ってしまう作用がありますが、同じものどうしならばくっ
つきあう習性があります。ですから、同じものといえば玉子の殻なのです。

  
    
   

  
応募用紙 

１月の答え  

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：１月３１日

提出場所 ：管理事務所

ﾌﾘｶﾞﾅ 
      棟       号   氏名                            男・女         才 

 

★先月号の正解 ☆正解は、焼酎（しょっちゅう）でした。 
正解者１６名のうち厳正な抽選の結果５名の方に図書券を贈呈いたします。    

あけましておめでとうございます。今年もグリーンシティの情報誌として、

管理組合、町内会、防災会、自警団、ＰＴＡ、少年団などの最新情報をお知ら

せしたいと思います。居住者の皆さんの「ご意見」も盛り込みたいと思います

ので、ぜひ「ご意見」や「情報」の提供をお願いいたします。

１日  Ｄ棟  １３０４号  ○○ ○○氏 

 
 

★１２月２７日のゴミ収集日に、Ｅ棟ゴミステーションで人種差別、職業差
別を意味する落書きをしたダンボールが発見されました。 
共用部分に管理組合または町内会の許可のない掲示物の掲示や、落書きは 
やめてください（管理規約違反です）。        管理組合・町内会 

 
 ★グリーンだよりが、絵柄等あり、ますます見やすくなってきています。 
  広報委員会の皆様、１年間ありがとうございました。今年もまた楽しみに

しています。                      Ｄ棟居住者 
 ★今月のクイズは、簡単でした。「お楽しみ会」たのしみでーす。 
                              Ｄ棟居住者 

★先月エレベーターに乗るとき、私の手に余るたくさんの荷物を見て２人
連れの少年が、降りるまで荷物を持ってくれました。たぶん中学生か小学
生の高学年の少年だと思います。嬉しかった････本当に有難うございまし
た。 

  ちなみに、ミカン色の衿から前身にかけて黒のふちどりのお揃いのジャン
バーを着てて１３階を押していました。          Ｂ棟居住者 

  防災会としては「小さな親切実行章表彰」受賞者として、ぜひ表彰したい
と思います。心当たりのある方は、管理事務所まで連絡してください。  

★お隣のベランダのゴミで困っています。何年もの間、風の強い日（特にこ
の季節はひどい）ゴミ、ホコリの塊、動物の毛、エサ等が飛んできて掃

 
 

年末恒例の「夜回り」を１２月２５日（火）～１２月２８日（金）に行いま
した。今回特に気になった点は以下のとおりです。 
１．ポイすてされたたばこの吸殻の多さ！ 

子どもたちが捨てられた吸殻を拾い 
集めている姿を見ていると、喫煙者の 
マナーのなさにあきれてしまいます。 
心当たりのある人はぜひ改めてください。 

２．相変わらずの違反駐車車両！ 
いつもグリーンだより等で違反駐車を 
しないよう呼びかけていますが、その 
甲斐もなく相変わらずの多さです。 
まるで契約駐車場のようにいつも駐車している車が後をたちません。 
今回以下に悪質な車両を掲載します。掲載した車両を駐車している人、ま
たは、その車両を受け入れている居住者の方へ!! 
今後も同じことを続けられるならば、 
車両番号から持ち主を割り出し、 
管理規約にのっとり損害賠償を 
請求することになりますので、 
自主的に違反を止めるよう勧告します。 
最後になりましたが、寒い中夜回りに 
参加していただいた方へお礼を申し上 
げます。また、一度も夜回りに参加さ 
れていない方、次回の夜回りにはぜひ参加してください。 

グリーンシティ安全活動「あいさつ運動」「あんしんカード」「小さな親切
実行章表彰」「町内チャンピオンマップ」にご協力お願いします。 
 
 グリーンシティでは、今年も「あいさつの輪」を広げ、笑顔いっぱいのグ
リーンシティになるよう、ご協力お願いします。また、２０００年１２月か
ら始まりました「あんしんカード」の登録は、子どもたちからお年寄りまで、
多数の方々にご登録いただいております。随時管理事務所において登録受付
（無料）をしておりますので、いつでもお気軽にお越しください。また、登
録いただいた方は、外出時には必ず「あんしんカード」を携帯しましょう。 
 また、親切を実行してくださった人に心から感謝し敬意を表すため、「小
さな親切実行章表彰」を行っています。実行章は誰でも推せんでき、誰もが
受章できます。日常のなかで、ともすれば埋もれがちな心あたたかな人々を
推せんしてください。 
 さらに、本年度は災害発生時の協力者としての「町内チャンピオンマップ」
を作成しなおすため、再度登録者を募集いたします。資格や特技の他に、子
守ならできる、何でもやります、お手伝いであればやります等、登録いただ
くことが、いざというとき何よりの防災会の支えになると思います。多くの
人が集まれば色々な事への対応が可能になるはずです。また、お年寄りの方
や傷病者のいらっしゃるご家庭等の、「災害時に一声かけてください」も、
登録をお願いします。 
 
 今年も一年、居住者全員がグリーンシティ防災会の一員であることを忘れ
ずに、安全で安心なグリーンシティづくりに、ご協力お願いいたします。 


