
 

加古川グリーンシティ管理組合管理規約第４３条第４項により、第１７期管

理組合臨時総会を下記要領により開催いたします。 
ご多忙中とは思いますが、お繰り合わせの上ご出席くださいますようお願い申

し上げます。 
出欠票・委任状の締め切りは４月１０日でしたが、未提出の方は早急にご提

出願います。 
また、出欠票・委任状を紛失した方は、管理事務所に予備を準備しております

ので、取りに来てください。 
 

 
 

            
 
―記― 

開催日時：平成１４年４月２０日（土） 午後７時から         
開催場所：加古川グリーンシティ集会所ホール 

２００２年（平成１４年）   ４月   １５日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

４月の予定 
１５（月） 燃えるごみ収集日  
１６（火）   
１７（水） びん収集日  
１８（木） 燃えるごみ収集日  
１９（金）   
２０（土）  第１７期管理組合臨時総会 
２１（日）   
２２（月） 燃えるごみ収集日  
２３（火）   
２４（水） ペットボトル紙衣類収集日  
２５（木） 燃えるごみ収集日    
２６（金）   
２７（土）  町内会総会 
２８（日）  クリーン作戦 町内会役員会 
２９（月） 燃えるごみ収集日 みどりの日 
３０（火）   

５月の予定 
 １（水） かん収集日  
 ２（木） 燃えるごみ収集日  
 ３（金）  憲法記念日 
 ４（土）  国民の休日  
 ５（日）  子どもの日 理事会役員会 
 ６（月） 燃えるごみ収集日 振替休日  広報委員会 
 ７（火）   
 ８（水） 燃えないごみ収集日  
 ９（木） 燃えるごみ収集日  
１０（金）   
１１（土）  環境整備委員会 
１２（日）   
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［議   題］
第１号議案 来客駐車場設備導入およびふれあい公園整備について 
第２号議案 敷地内整備事業について 
第３号議案 使用細則の制定および改正について 
第４号議案 マンション運営情報および緊急情報伝達システム設備導入 

について 
第５号議案 長期修繕計画の見直しについて 

 

 
恒例の「クリーン作戦」も本年で９回目になりました。 
加古川グリーンシティの居住者として地域の美化推進に協力し、休日の半日
を有意義に過ごしましょう。 
 
開 催 日 平成１４年４月２８日（日） 
     雨天の場合は４月２９日（月）に振り替えます 
時  間 ９時～１２時 
集合場所 Ｂ・Ｃ棟間ファイヤーレーン 
 
※ 清掃作業に必要な軍手、長靴等はできるだけ各自が持参してください。 

 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） 

 

 

 

 
 

５月連休明けからＪＲ山陽本線の連続立体交差事業（鉄道の高架事業）に伴

い、加古川駅西側の小門口跨線橋を落橋撤去する工事が開始されます。工事期

間は、本年５月から来年４月末までの１年間と予定されており、その工事期間

中、朝夕の通勤通学時間帯には、交通大渋滞の発生が予想されます。 

小門口跨線橋は、現在１日に１６０００～１８０００台の車両が通行してい

ます。それらの車両が迂回路となる現在工事中の河原間形線を通り、平野神野

線に流入してくると考えられます。さらに、渋滞回避のために一般生活道路の

細い路地へ進入してくる車両が激増し、それら車両と、歩行者や自転車との接

触事故の危険性が急増すると考えられます。 

各家庭において、落橋工事開始日からの通勤・通学での安全対策を話し合っ

てみてください。 

以下の県土木ホームページからも詳しいことを知ることが出来ます。また、

質問などがあれば、加古川市高架対策室までお尋ねください。 

 

東播磨県民局県土整備部加古川土木事務所 

鉄道高架・東播磨南北道路対策室 

TEL ０７９４－２１－９４００ 

加古川市高架対策室 

TEL ０７９４－２１－２０００ 

 

 

 

ひったくりが多発しています。先日、各家庭にお配りしました「かごガード」

使ってますか。ちょっとした防犯への心掛けで、犯人が犯行に及ばないとのデ

ータがあります。被害に遭わないために「かごガード」だけで 

はなく、普段から各家庭で防犯防災について話し合いましょう。

 
 

 
 
今回の臨時総会資料作成には、役員の創意と工夫と情熱が注がれています。

積極的で創造的な維持管理こそ、マンションを住まいとして長生きさせると信

じています。 
組合員の皆さんにはぜひ、臨時総会資料を熟読の上、総会に出席し審議いた

だきますようお願いします。 

 

３月２３（土）、３０日（土）の両日集会所ホールにて、理事 

会が臨時総会で提案しているマンション運営情報および緊急情報 

伝達システム設備の概要がわかるように管理組合のパソコンを開 

放しました。 

また３月２４日（日）には設備に対する公聴会を実施し、出席 

された組合員の皆様より積極的かつ熱心な役立つご意見を多数頂 

戴いたしました。お忙しい中、参加いただいた皆様ご協力ありが 

とうございました。 



 
 
 
  

４月より、平成１４年度の少年団活動がスタート 
しました。新役員一同頑張りますので今年度も 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
＜平成１４年度新役員＞ 

地区代表  ○○ ○○○ ○棟 ６０３号 
副代表   ○○ ○○○ ○棟 １０４号 
会計    ○○ ○○  ○棟 ８０７号 
書記    ○○ ○○○ ○棟 ２０６号 

 
＜棟長＞             ＜運動部＞     

（ＡＧ棟）○○ ○○ ○棟  ８０７号  部長  ○○ ○○ ○棟  ４０４号

（Ｂ棟） ○○ ○○ ○棟 １２０６号  副部長 ○○ ○○ ○棟 １２０６号 
（Ｃ棟） ○○ ○○ ○棟 １４０１号  会計  ○○ ○○ ○棟 １４０１号 
（Ｄ棟） ○○ ○○ ○棟  ４０４号  部員  ○○ ○  ○棟  １０６号 
（Ｅ棟） ○○ ○  ○棟  １０６号     ○  ○○ ○棟  ５０７号 
（Ｆ棟） ○○ ○○ ○棟  ６０１号     ○○ ○○ ○棟  ６０１号 
 

◎廃品回収のお知らせ◎ 
日時 ４月１４日（日）     場所 ゴミステーション 

当日は朝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。 
 

 
 

子ども達は皆、春の訪れと共にすがすがしい気持ちで新学年を迎えられた事
でしょう。日ごと春暖を感じるこの頃ですが、私達少年補導委員は「街頭補導」
を中心に、小・中・高生の皆さんと接しております。平素の補導活動では、皆
様の温かいご協力を賜り、大変感謝致しております。昨年も、暴行・痴漢・変
質者・不審者からの被害など、地域の子ども達を取り巻く環境は決して良いも
のではありませんでした。いつになれば子ども達が安心して行動できるように
なるのかと願うばかりです。 

１４年度４月からは、地域少年補導も新しい少年補導委員を交え、よりいっ
そう巡回活動に努めて参る所存でございます。「地域の子ども達は地域で守る」
を合い言葉に皆さんと共に非行のない明るい地域づくりに邁進したいもので
す。 

 
★１４年度少年補導委員紹介★ 

          グリーンシティ地区        ○  ○ 
          平野地区      新委員   ○○ ○○ 
          間形地区      新委員   ○○ ○○ 
          河原第四地区    新委員    ○○ ○○ 
          溝三地区                  ○○ ○○ 
          東溝地区                  ○○ ○○○   
 

 
今年は、例年になく季節の移り変わりが早く、桜も散りかけています。

グリーンシティでも、時代の流れに合わせるため、今月臨時総会を開催し、
将来に向けてのマンション生活をより良くするための提案事項が理事会
から出されています。 

組合員の皆様には、多数の参加をお願いします。    広報委員会  

２００２年（平成１４年）   ４月   １５日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 『平成１３年度町内会総会』を下記のとおり開催いたします。詳細については、

後日配布する「平成１３年度町内会総会開催のご案内」をご覧ください。 
 出欠票・委任状は４月２０日までに各棟ご意見箱に提出してください。 

－記－ 
日時  平成１４年４月２７日（土） 午後７時から 
場所  加古川グリーンシティ集会所ホール 
議題１．平成１３年度事業実施報告   ４．平成１４年度町内会役員承認 
  ２．平成１３年度収支決算報告   ５．平成１４年度町内会事業計画案 
  ３．管理組合組織との統合について ６．平成１４年度収支予算案 
 
 
       

４月６日から春の全国交通安全運動が始まっています。 
昨年、加古川市内で発生した交通事故で１２名の尊い命が 
失われています。そのうち７名が６５歳以上の高齢者です。 

高齢者の皆さん!!夜間出歩くときは、運転手によくわかる 
よう、明るい色の服装に心がけましょう。 
 “子どもは、大人を見ています。交通ルールを守りましょう。” 

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学  

 

 
★防犯用のカバー配布していただいてありがとうございました。 

危機管理がうすれていたので、あらためて考えることができよかったです。
自分の身は、自分で守らないといけないですよネ。      Ｄ棟居住者 

★3 月 7 日深夜、Ｄ棟 11 階より下階ベランダ手摺に犬の糞が、落下していま 
した。また時々深夜、犬を室内で走らせていて困っています。 Ｄ棟居住者 
 号室をご連絡ください。一度問い合わせてみます。     管理組合 

★Ｅ棟の友達の所へ行ってびっくり。上階の子どもが走り回り、お母さんが大
きな声で話している様子が聞こえました。友達にきくと、前に住んでいた人
に子どもはいたが、トラブルはなかったとのこと。現住人がフローリングに
してからだそうで、駅側の部屋は、音はもちろん話しているのが、はっきり
聞こえたりで、上階の人のプライバシーの問題もあり困っているとのこと。。。 

Ｃ棟居住者 
 日常生活の中で生活騒音はどうしても発生するものですが、今一度自分が
他へ迷惑をかけていないか見直してみてください。      管理組合 

★ゴミだしの件ですが、紙布類のゴミは水でぬれると再利用できなくなると聞 
いたことがあり、雨のときは出すべきかどうかとても迷います。 
来月に延ばしたほうがよいのでしょうか？ 
もし雨で資源化できなくなるようなことがあるなら、ゴミステーションに簡 
単な屋根のようなものをつけるというのは無理なのでしょうか？Ａ棟居住者 
 清掃局に問い合わせたところ：「資源化できるよう処理していますので、ご
協力の程、お願いします。」と回答がありました。 

★“グリーンだより”の掲示について 
 毎月、各家庭に配布されるグリーンだよりの件ですが、掲示板に貼る必要は 

無いと思います。パウチまでしていますが無駄です。 
用紙、コピー、パウチ etc 1 枚あたり費用はいくらぐらい使っているので 
しょうか。節約の時代です。考えてください。        B 棟居住者 

  管理組合は、管理組合活動として必要なことを実施しています。決して無
駄なことではないと考えています。             管理組合 

※いつもご意見をありがとうございます。ご意見に関しては必ず記名をお願い
します。無記名の場合は掲載できない場合があります。    管理組合 

ガスコンロの汚れを落とす 
キッチンのガスコンロのまわりにこびりついた油汚れは、時間が経つほど落

ちにくくなります。汚れたらすぐに落とすのがコツです。とはいっても、汚れ

るたびに雑巾で拭いてゆすいでいたのでは、雑巾がすぐに汚れてしまって、不

経済ですし、大変面倒です。 
こんな時、意外なものが役に立ちます。使用後の紅茶やウーロン茶のティー

バックを捨てずにとっておき、これでこするとピカピカになります。飲み残し

のビールを、古布に付けてこすっても、汚れが取れます。 

 
 
 
 ３月１２日（火）に本年度総会も無事終わり、１年間ご協力ありがとうござ

いました。なお平成１４年度新役員の紹介をさせていただきます。 
 

常任委員   ○○ ○○○（保体）  ○棟  １０２号  
副常任委員  ○○ ○○ （愛護）  ○棟  ５０９号 

 
ＡＧ棟長   ○  ○○○（厚生）  ○棟  ５０１号   
Ｂ 棟長   ○○○○○○（厚生）  ○棟  ９１０号   
Ｃ 棟長   ○○ ○○ （広報）  ○棟  ９０４号   
Ｄ 棟長   ○○ ○○ （同和）  ○棟 １１０２号  
ＥＦ棟長   ○○ ○○○（研修）  ○棟  ８０４号   

          ○  ○○ （研修）  ○棟 １２０１号  
          ○○ ○○ （広報）  ○棟  ５０６号   
         
      本年度も昨年度同様よろしくお願いします。 
 

４月８日（月）の立ち当番は、次のとおりでした。 
平野踏み切り・・・・・・・○棟 １４０５号  ○○さん 

間形交差点北側・・・・・・○棟  ８０７号  ○○さん 

Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順でまわります。 

訪問しても、呼び鈴は、押さないでねって言っていたという歴史上の 
人物ってだーれ？ 

  
    
   

  
応募用紙 

４月の答え  

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：４月３０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、１．火星 ２．１１２分 ３．Ｃ でした。 
正解者１３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。  


