
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 最近「ＩＨクッキングヒータは使用できるか？」という問い合わせが増え
ています。関西電力に問い合わせたところ、残念ながらグリーンシティでは
「棟内幹線の電力容量不足で使用することができない」との回答がありまし
た。リフォーム業者によっては、「大丈夫です」や「黙ってい 
ればわからない」等、無責任なことを言って販売しようとする 
ところもあるようですが、火災等の原因にもなりかねませんの 
で、くれぐれも注意するようお願いします。 
なお、管理組合では、この問題について現在検討中です。

２００２年（平成１４年）   ２ 月   １１日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２月の予定 
１１（月） 燃えるごみ収集日 建国記念の日 
１２（火）   
１３（水） 燃えないごみ収集日  
１４（木） 燃えるごみ収集日  
１５（金）   
１６（土）  理事会 
１７（日）   
１８（月） 燃えるごみ収集日  
１９（火）   
２０（水） びん収集日  
２１（木） 燃えるごみ収集日  
２２（金）   
２３（土）  修繕委員会 
２４（日）  氷丘中学校区同和教育研修大会 
２５（月） 燃えるごみ収集日  
２６（火）   
２７（水） ペットボトル紙衣類収集日 町内会役員会 
２８（木） 燃えるごみ収集日  

３月の予定 
１（金）   

 ２（土）  理事会役員会 
 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）  臨時理事会役員会 
１０（日）   
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NNNooo...               

 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） 

平成１３年９月の新宿歌舞伎町ビル火災はまだ記憶に新しいところです。
この事件が大災害となったのは、火災発生場所が繁華街の雑居ビルであること
にもよりますが、それ以上に防火対策が万全になされていなかったことや、避
難経路にゴミ等が置かれ避難通路として使用できなかったことが、死傷者の数
を拡大させた大きな原因でした。 
 マンション等共同住宅の火災は、２月から３月にかけて最も多くなっていま
す。火災原因の１位は放火、２位はタバコ、３位はコンロです。ということは、
放火を防ぐことができれば私たちが火災に遭う確率はかなり低くなると考えら
れます。では、具体的にどのような所が放火の対象として狙われているのでし
ょう。例えば、前日から出されているゴミステーションのゴミ、集合ポスト周
りに捨てられたチラシ、駐輪場のバイクや自転車等、きちんと整理されていな
い雑然としたところが狙われやすいようです。 

これらのことから、私たちができる有効な対策としては以下のことが言える
と思います。 
１．ゴミは決められた日時に出し、決して前日の夜から出さない｡ 
２．集合ポストに入っているチラシは持ち帰り、ポスト周りに散らかさない。
３．自分の自転車やバイクは決められたところに整然と駐輪し、通路等自転車

置場以外の場所には置かない。 
これらは、私たちが“ルール・マナー”を守り、普通の生活をしていればで

きることばかりです。放火をさせない環境づくりをみなさんの手で築いていき
ましょう。 
 

★★★リリリフフフォォォーーームムム工工工事事事にににつつついいいててて
当マンションも経年により、専有部分にも色々と不具合箇所が発生しつつあ

ります。その中でも、特に水周り部分については素人にはよくわからないとこ
ろが多く、また業者に相談しようにも気軽に相談できるような業者を知ら 
ないと言うのが現状でしょう。そのような状況の中で、先日お知らせしたよう
なリフォーム業者への苦情相談が増加しています。 
 このようなトラブルを最小限にくい止めるため、今後以下の対策を必ず行っ
てください。 
１． 不具合等で心配な箇所がある場合は管理事務所へ事前相談する   

適切な助言、または管理組合の共用部分修繕工事で実績のある業者 
等を紹介します。 

２． 専有部分内の内装工事を行う場合は必ず事前に「専有部分内装工事 
届出書」を提出し承認を得る 
届出書の見本は管理規約集にあります。また、その規約の記載箇所  
は管理規約第３３条（届出義務）、使用細則第５条（承認事項）を参 
照してください。 

また管理組合では、専有部分の不具合調査を希望される方が多い場合、信頼
できる業者に一括して調査依頼し、個々の負担を最小限に抑えられるよう検討
しています。本件を実施する場合は事前に希望者を募り、業者名・実施日時に
ついては事前に各戸へ連絡しますので、くれぐれも悪質業者には注意するよう 
にしてください。 

 

来来来客客客駐駐駐車車車場場場有有有料料料化化化設設設備備備導導導入入入及及及びびび敷敷敷地地地形形形状状状変変変更更更ににに関関関すすするるる答答答申申申   
理事会より、来客駐車場有料化設備導入、及び敷地形状変更に関する諮問を

受け検討を重ねた結果、次のとうり理事会へ答申しました。 
 
答申内容    

１．来客駐車場有料化設備導入 
ふれあい公園東側周回道路及びふれあい公園の 
一部を利用して、有料の来客駐車場を設置する。 

２．ふれあい公園の整備 
樹木の配置を変更することにより、ふれあい公 
園敷地をより広く有効利用できるようにし、子 
どもの周回道路への飛び出し等の危険を回避す 
るため、防護フェンスを増設する。 

３．Ａ・Ｂ・Ｇ棟用ゴミステーションの統合 
Ａ棟ファイヤーレーンのゴミステーションを拡張することにより、Ａ・
Ｂ・Ｇ棟用のゴミステーションとして統合する。これにより、ゴミステ
ーション管理経費の節減と敷地の有効利用を計る。 

４．工事用車両駐車場の設置 
Ａ棟ファイヤーレーン空き空間を利用して、工事用車両駐車場４台分を
新設する。 

５．バイク駐輪設備の新設 
Ｅ棟前周回道路にバイク置場を新設する。既存の来客駐車場跡地の有効
利用、及びバイク置場整備の一環とする。 

６．契約駐車場及び駐輪設備の増設 
Ｄ棟ファイヤレーンを利用して５台の契約駐車場、及び駐輪設備を増設
する。 

 
 

ＩＴ委員会として管理組合第１６期理事会より諮問を受けた「マンション運

営情報及び緊急情報伝達システムとしての高度情報設備導入の検討」につて、

検討を重ねた結果次のとおり理事会へ答申しました。 
 答申内容 
 ・現在グリーンシティ内には総合的な連絡網が掲示板以外存在しない。 

・防災面及び今後のマンション運営面を考えたとき、自宅で確認できる「情

報共有設備」が必要である。 
・「情報共有設備」としては最近の新築マンションの 

設備状況及び政府、行政の動向から判断してグリー 
ンシティ内にＬＡＮ（Local Area Network）を構築 
するのが適当と考える。 
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３月３日（日）に、廃品回収をおこないます。 
雨天のときは、１０日（日）です。防災のため、前 

日に出さず、必ず当日朝８時までにお出しくださいま 
すよう、ご協力お願いいたします。 

 
      平成１４年度少年団員募集のお知らせ 
     小学１年生から中学３年生までの皆さん、少年団に 

是非参加してください。 
３月上旬、少年団新役員が、各ご家庭をまわらせて 

いただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

最近、子ども達の鍵のかかっていない自転車が、乗り捨てられている話を
聞きました。自転車には鍵をかけましょう。 

２月１日の立ち当番は次の方でした。 
間形交差点北側 ・・・・・・ Ｄ棟 ○○○○号 ○○さん 
平野踏切 ・・・・・・・・・ Ｅ棟  ○○○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。 

 

 本屋で、レジに本を持っていったら、「ダメ」と言って売って 
くれなかった。さて何の本を持っていったのでしょうか？ 

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学
 くもってしまったり汚れてしまった鏡は、じゃがいもの皮で 
こすってみて。布ぶきでは落ちないくもりや汚れもバッチリ落 
とせます。皮の切り口のほうで鏡をこすり、その後、から拭き 
をすればピカピカになりますよ。 

  
    
   

  
応募用紙 

２月の答え  

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：２月２８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、「お父さんと子ども」でした。 
正解者１７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。    

 暦の上ではもう春ですが、関西地方はやはりお水取りが終わらないと暖かく

なりませんね！ 
小学校でも風邪で休む子どもが多くなっているようです。外から帰ったら、

うがいや手洗いなどをして予防に努めましょう。      －広報委員会― 

１２日 Ｃ棟○○○ ○○ 氏    ２６日 Ｄ棟○○○ ○○ 氏 

 
  
 
 
 
 
 
 

市民のみなさんが会費を出し合い、交通事故に遭  
ったときお互いに助け合う共済制度です。     
２月上旬に市役所から各家庭に加入申込書が郵送 
されています。 

 
町内会を通じて申し込み 

期間：２月４日（月）～３月１日（金） 
  町内会まで会費を添えて申込書を提出してください。 

(市役所地域振興課・各市民センター・各金融機関の窓口でも加入できます)
詳しくは玄関ホール掲示板をご覧ください。 
 
 

 
来る２月２４日（日）１０時から氷丘小学校・体育館において表題の研修会
が開催されます。兵庫県人権啓発協会の尾城文雄氏による「子どもたちから
の発言」（人権劇「涙なんか流さない」を製作して）という講演会がありま
す。人権問題を考えるよい機会と思います。多数の方の参加をお願いします。

交通災害共済とは 

加入方法は 

 
 
★ 今日（1/24）ゴミをだしに１階に降り、エレベータを待っている時モニタ

画面をみていると、No.2 の方を３階でおばさん２人が手で扉を押さえて話
し込んでいました。No.1 の方は、上に上がっているところだったのですが、
９階以上上に行って降りてきた方が、先に１階に着き、No.2 はそのままず
っと止まっていました。ウチは、部屋に子どもを置いて（鍵は勿論閉めて）
急いで降りている関係上、１分１秒でも早く部屋に戻りたいところでした。
ただでさえゴミの日は普段以上にエレベータが動いているので、話し込む
なら１度降りていただきたいと思います。  
もし注意が可能なら、２人の内１人は必ず３階居住のおばさんなので、お
伝えいただけたら幸いです。よろしくお願いします。    Ｅ棟居住者 

エレベータは居住者が共同で使用します。自分の都合で長時間止めるよ
うなことはしないでください。              管理組合 

★ リフォームの業者の信用ポイントは、どんなものなのでしょうか？ 
  先日も「下の階でリフォームをし、迷惑をかけたので・・・・」と挨拶 
  にこられたのでドアをあけてしまいました。        Ｂ棟居住者 

玄関のチャイムが鳴ると、一般的に二人に一人の割合で、相手を確認せ
ずに玄関扉を開けてしまうという統計が出ています。悪質なセールスには
十分気をつけてください。                管理組合 

★ いつかの早朝の停電の原因は、何だったのでしょうか？ 
  すべての棟でなく数棟だけだったのも気になったのですが、何の結果も 
  知らせてくれないのでしょうか。その後から給湯器の出方が弱くなってい

るのですが、関連はないのでしょうか。ちなみに給湯器は、８月に据えた
ばかりです。 

先月号の修繕委員会からのお知らせを読んでください。  管理組合 
★ Ｂ棟南側の曲がり角に、コープや宅急便のトラックが 

駐車している事がよくあります。車で西側から入って 
くると見えにくく危険です。 
何か規制の方法はないのでしょうか？  Ｂ棟居住者 

対象業者については管理組合から注意します。また、停車禁止ゾーン等
の対策も検討していきたいと思います。          管理組合 

★ いつもグリーンだよりを読んでいます。 
紙面もカラフルで見やすく作るのに大変だろうとおもいます。 
質問ですが、先日の新聞にケイ・オプティコムが、４月１日より光ファイ
バーの家庭向けサービスを始めると載っていました。ケイ・オプティコム
のホームページには、別の「マンション向けサービス」もあり加入者があ
れば設備について管理組合との調整を代行してくれるような事が書いてあ
りましたが、申し込みをしたら家に光ファイバーを引けるのでしょうか？ 
管理組合の許可が出るようなら申し込みをしたいのですが。 Ｂ棟居住者 

現状では、個人での光ファイバーの引き込みはできません。設備導入に
は共用設備を利用するため総会決議が必要となります。理事会ではそれら
の状況をふまえた上で、設備検討を行っておりますので、結果が出るまで
もうしばらくお待ちください。              管理組合 

 

～現況報告～ 
  氷丘南地区周辺の状況は目まぐるしく変わってきているようですが、国道２
号線沿いにあるゲームセンター「サイバー」・カラオケ「ユートロン」・コミッ
ク喫茶「マンガパーク」などでは、未成年者や中高生、最近では小学生の姿も
見かけます。 

ゲームセンターでは、平日の夕方・土・日・祝日など、小学生による子ども
達だけでの出入りがあり、ゲームの利用だけならまだしも「誘惑」といった危
険な事にも成りかねないので、友達同士での出入りは、絶対にやめましょう。

また新しい店舗のコミック喫茶「マンガパーク」などは、中高生の利用が目
に付きます。マンガ本がぎっしりと並び、ドリンクやカップ麺の販売もあり、
ゆっくりと本を読む事ができる明るい店内も、食べ散らかした後が大変気にな
ります。店舗だけに限らず、加古川駅前噴水広場・学校・公園などあらゆる所
でも同じ事が言える現状です。 

カラオケ「ユートロン」の自転車置場および周りの駐車場は、人の集まる賑
やかな場所であり、また死角にもなる場所で、盗難バイクや自転車の放置など
には都合がよいのかも知れません。 
 子ども達を取り巻く環境は、このようにいろいろな面において窮屈、危険と
も思える現状です。そのような中で、「ルール」や「マナー」への認識はまだま
だ薄いように思われます。大人も子どもも今一度、見直してみる時機ではない
でしょうか。 

違違違反反反駐駐駐車車車ががが、、、グググリリリーーーンンンシシシテテティィィ全全全員員員ののの財財財産産産ととと命命命ををを奪奪奪いいいままますすす。。。   
 人の生命を救う消火・救急活動は、１分１秒でも早く現場へ到着することが大
切。しかし、違反駐車車両がその活動を妨げています。 
◆消防車や救急車は、現場へ最短時間で着く道を走ります。 
◆違反駐車のために遠回りすると、現場への到着が遅れ、助かる生命や財産まで

も危険にさらすことになります。 
◆違反駐車のために現場の近くへ行けない場合、現場近くまで進むことができた

場合と比べ消火・救急活動に余分な時間がかかります。 
◆被害を最小限にとどめるには、最初の数分の初期消火がとても大切。救急も同

じです。心臓が停止してから２分以内に人工呼吸・心臓マッサージなど救命処
置をした場合、約90％が蘇生するといわれますが、５分後では約25％に低下
します。消火・救急活動には、１分１秒がとても貴重な時間です。 

「１分や２分だから」と車を駐車禁止の道路に止めようとしたとき、その１分や
２分が人の命を左右する時間であることに気付いてください。 
★消防車や救急車の到着を遅らせる違反駐車は、人の生命に 

大きく関わります。 
★万一、消防車や救急車を呼んだとき、あなたの愛車が、 

大切な家族の生命や財産を救う活動を妨げることにもなります。 
★人の命や財産を守りたいという気持ちがあれば、違反駐車はしないはずです。 

また、先日バックする車が人に接触する事故がありました。マンション内には、
多くの小さな子どもたちが運転席から見えにくい場所にいる場合があります。 
車は、止まっていても動いていても凶器に変わることを覚えていてください。 
 


