
 
 

先日行われた臨時総会で「マンション運営情報及び緊急情報伝達システム設

備導入」が承認・可決されました。 
ＩＴ委員会としては今後、業者とシステムの詳細を検討するにあたり、より

組合員の方の役に立つシステムになるよう理事会に協力していきたいと思いま

す。 
アンケート・公聴会等で組合員皆様のご協力をいただくことになると思いま

すが、よろしくご協力お願いいたします。またシステム運用開始前に研修会等

の開催も予定しておりますので、ご参加くださいますようお願いいたします。

 
  

第１７期臨時総会にて承認・可決された事業の概略スケジュールが決定しま

したのでご連絡いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 なお、工事中は住民のみなさんにご迷惑をおかけしますが 
ご協力をお願いいたします。 
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５月の予定 
１３（月） 燃えるごみ収集日  
１４（火）   
１５（水）   
１６（木） 燃えるごみ収集日  
１７（金） 粗大ごみ収集日  
１８（土）  理事会 
１９（日）   
２０（月） 燃えるごみ収集日  
２１（火）   
２２（水） びん収集日  
２３（木） 燃えるごみ収集日  
２４（金）   
２５（土）  修繕委員会 
２６（日）   
２７（月） 燃えるごみ収集日  
２８（火）   
２９（水） ペットボトル紙衣類収集日  
３０（木） 燃えるごみ収集日 町内会役員会 
３１（金）   

６月の予定 
 １（土）  理事会役員会 
 ２（日）  広報委員会 
 ３（月） 燃えるごみ収集日   
 ４（火）   
 ５（水） かん収集日  
 ６（木） 燃えるごみ収集日  

７（金）   
８（土）  環境整備委員会 
９（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） 

 
 
 
 
 

Ｅ棟西側・ふれあい公園の周回道路の来客駐車場 
は廃止となり、ふれあい公園東側に新たに有料来客 
駐車場設備を導入します。工事仕様の検討、 
工事業者の選定から準備を始めていきます。 

工事期間中は、立ち入り規制や車の通行止めなど 
ご迷惑をかけることになりますが、ご協力のほど 
お願いいたします。 

 
◇ 全議案承認・可決 ◇ 

 
去る４月２０日（土）午後７時からグリーンシティ管理組合の第１７期臨時 

総会を、グリーンシティ集会所ホールにおいて、出席者５０３名（委任状、代 
理人出席含む）の組合員参加のもと開催し、提案議題はすべて承認・可決され 
ました。 
 なお、承認可決された事業の実施スケジュールは、今後グリーンだよりや各 
棟掲示板でお知らせしていきますので、ご協力お願いいたします。 
 また、当日出席いただいた皆さんには、貴重な意見を多数いただきありがと 
うございました。今後の組合運営に役立てるよう検討していきたいと思います。

  
クリーン作戦に参加いただきありがとうございました 

４月２８日（日）に、グリーンシティ居住者全員に参加を呼びかけ、第９回 
「クリーン作戦」を実施しました。 
 連休中にもかかわらず多数の方に参加していただきありがとうございました。

お父さんたちによる敷地側溝の清掃、お母さん・子どもたちによる敷地内のご 
み拾い、また全員によるふれあい公園低木の移植作業と、たくさんのメニュー 
を消化していただき、おかげでグリーンシティがとってもきれいになりました。

 今年参加できなかった方は、ぜひ来年参加して下さい。 

 
 
 加古川グリーンシティ管理組合および防災会では、去る４月１３日

（土）に以下の議題に関して近隣マンションの役員の方々と会合を開

き、今後の協力体制構築について合意を得ることができ、またこれか

らも本会合の継続を確認しました。 
 
 
議題 
 １．非常時防災協力体制の構築 
   １）防災機器リストの公開と相互貸出体制の構築について 
   ２）防災・防犯情報の提供と人員協力体制の構築について 
 ２．相互協力体制の構築によるマンションの資産価値向上について 
 ３．マンションと行政や警察との関係強化について 
 
  
 

まだまだ手探りの状態ではありますが、今後多くのマンション間で

何ができるのか、どのように連絡を取り合っていくかなど、有意義な

話し合いを持つことができ、今後の活動への第一歩を踏み出しました。 
 

工事内容 工  期 施工業者 
来客駐車場 

基礎工事 

設備工事 

作動テスト

運用開始 

 
５／ ８（水）～６／ ８（土）

６／１０（月）～６／２９（土）

６／２５（火）～７／ ６（土）

７／ ８（月）～ 

 
シティコンシャス 
ミヤタ事務機 
   〃 

ふれあい公園整備 
ネットフェンス他

 
６／１０（月）～６／１５（土）

 
シティコンシャス 

ファイヤーレーン整備 
Ａ・Ｄ棟

 
６／１７（月）～７／ ６（土）

 
シティコンシャス 

Ｅ棟前バイク専用置場

新設 
７／ ８（月）～７／２０（土） シティコンシャス 



  
４月２７日（土）１９時より集会所ホールにおいて『平成１３年度町内会総

会』が開催されました。総会では以下の６議案すべてが、出席者の賛成多数に
より承認・可決されました。  
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  

なお平成１４年度町内会役員は以下のとおりです。 
副会長： Ｄ  ○○○ ○○ ○○   Ｄ  ○○○ ○○ ○○ 
会 計： Ｃ ○○○○ ○○ ○○   Ｆ  ○○○ ○○ ○○○ 
書 記： Ａ  ○○○ ○○ ○○   Ｅ  ○○○ ○○ ○○○ 
広 報： Ａ ○○○○ ○○ ○○   Ｂ ○○○○ ○○ ○ 

      Ｅ ○○○○ ○○ ○○ 
修 繕： Ｂ  ○○○ ○○ ○○   Ｃ  ○○○ ○○ ○○ 

      Ｆ  ○○○ ○○ ○○ 

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学
タタタッッッパパパーーーののの臭臭臭いいい取取取りりり   

   
プラスチックのタッパー（密閉容器）に食べ物を入れていると、嫌な臭いが

付いてしまいます。 
こんな時は、お米のとぎ汁にタッパーを３０分くらい浸けてから洗剤で洗い

流すと、臭いはスッキリ取れます。 一度ぜひお試しください。 

 上から読んでも下から読んでも同じで、意味の通ったことばになるように○

に１字かなを入れてください。 
① だん○が○んだ 
② かん○いない○んか 
③ わたし○け○したわ 

 
 
 
      
 

４月１４日の廃品回収には、皆様のご協力をいただき 
ありがとうございました。また、以下のとおり少年団交 
流会とドッヂボール大会を行います。 

みんなで楽しいひとときを過ごしましょう。 
 
＜少年団交流会（新 1 年生を迎える会）のお知らせ＞ 

    日時   ５月１８日（土）    ＡＭ１０：００～ 
    場所   集会所ホール 
    持ち物  ナップサックなどの袋 
         靴を入れるビニール袋 
     

＜ドッヂボール大会のお知らせ＞ 
    日時   ６月２日（日）  雨天の場合 ６月９日（日） 
    場所   氷丘南小学校運動場 
     

今年は、グリーンシティ少年団から１０チームが参加しま 
す。みなさん優勝めざして元気に頑張りましょう！  

保護者の方々の応援もよろしくお願いします。  
  

４月８日（月）の始業にあわせてグリーンシティの登校班を 
決め、平成１４年度のＰＴＡ活動がスタートしました。  

（１） ４月１１日（木）より新１年生を加えて、登校がはじまりまし
た。班長さんと副班長さんが中心となって、新１年生も含めみ
んなが安全に楽しく登校できるように「集合時間を守る」「休
みの連絡をする」などご協力を各家庭でお願いします。  

（２） ５年生が自然学校実施期間中の登校についての注意事項 
     自然学校 ５月２０日（月）～５月２５日（土） 

代休   ５月２７日（月）～５月２８日（火） 
上記の期間５年生が集団登校から抜けます。５年生が班長をし
ている班は、この間４年生、３年生が気をつけて下級生を連れ
て行けるように指導しますので、ご協力お願いします。  

     ５月１日（水）の立ち当番は次のとおりでした。 
平野踏み切り・・・・・・・Ａ棟  ○○○○ ○○ ○○ 

    間形交差点北側・・・・・・Ｆ棟   ○○○ ○○ ○○  
Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順でまわります。  

 
★グリーンだよりを拝見するとグリーンシティ町内のことがよくわかりとても

ためになります。                    Ｄ棟 居住者 
 
★管理事務所の仕事はたいへんですか？  クイズこんどもたのしみです。 

ドッヂボールもたのしみです！  ありがとう！      Ｅ棟 居住者 

 
大型連休が終わり普段の生活に戻って、子どもたちは、元気に学校へ通

っていると思います。けれども、連休の遊び疲れがまだ残っており、本人

が気づかないうちに体の抵抗力や、運動力が、低下している場合がありま

す。こんなときは、かぜをひいたり怪我をしたりすることがありますので

十分注意してあげましょう。             －広報委員会― 

２００２年（平成１４年）   ５ 月   １３日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ＪＲ高架工事に関する掲載記事のお詫びと今後の問題 

 「５月連休明けから小門口跨線橋が落橋撤去される工事が行われる」とグリ

ーンだより４月号に掲載いたしましたが、撤去工事は６月３日からに変更にな

りました。 
誤った情報の掲載を謹んでお詫び申し上げます。しかし、工事日程変更につ

いては、当グリーンシティ（管理組合及び町内会）に対してだけではなく関連

地域・関連団体へも、加古川市ならびに兵庫県からは、現在に至っても正式な

連絡は届いていません。県土木のホームページ上でも、未だに５月初旬となっ

ております。 
また、４月１９日には事前連絡もなく道路を通行封鎖しての道路工事があり、

多くの児童が通学路を遮断されました。このため緊急的に約５００名の児童が

本来の通学路を迂回して帰宅しました。今後、このような突然の工事がいたる

ところで始まると思われます。各家庭において、落橋工事開始日以前から通勤・

通学の安全対策を話し合ってみてください。 
また、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できます。 

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。  
加古川市高架対策室 

TEL ０７９４－２１－２０００ 
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 
ホームページ http://web.pref.hyogo.jp/higashiharima/kendo/ 

 
Ｃ棟 ○○○○号 ○○○○     Ｄ棟 ○○○○号 ○○○○ 

  
    
   

  
応募用紙 

５月の答え ①   ②   ③ 

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：５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、ノーベルでした。 
正解者１２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。    

 
 
  
 平成１４年度ソフトボール部・バレーボール部は休部になりました。 

少年団としてはそのつど参加者を募って、スポーツ活動・レクレーション活

動を行うことにしました。ご意見・ご希望があれば少年団役員までお寄せくだ

さい。 
   連絡先 運動部部長 Ｄ棟 ○○○号 ○○ まで

 
 
 加古川市では、今後の高齢化に対応するため、各種福祉施策の充実に取り組

んでいます。多様化する高齢者の生活実態や福祉サービスのニーズなどを把握

し、基礎資料とさせていただきたいと思います。つきましては、次に該当する

方は、以下の連絡先までお知らせください。 
 

◎寝たきり 

◎痴呆 
６５歳以上で ◎一人暮らし 

◎夫婦のみの世帯 

◎18 歳未満の方との世帯 
    連絡先   

Ｄ－  ○○○ ○○ ○○○  ○○－○○○○ 
        Ｅ－ ○○○○ ○○ ○○   ○○－○○○○ 


