
  
修繕委員会からのお知らせにありますとおり、「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」工事の概略スケジュールが決定し、運用開始
予定が１０月１日（火）になりました。 

システムをより役立つものにするため、皆様にアンケート、公聴会等お願い
すると思いますが、ぜひ多数の積極的かつ前向きな役立つご意見をお聞かせ願
いたいと思います。 

室内工事につきましては、公聴会・総会等での説明のとおり、現在壁から電
話線が出ている部分の取替えだけで、室内に露出配線することはありません。 

 
「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」 

の工事スケジュールが決まりましたのでお知らせします。 
工事につきましては、各棟建物内工事および室内立ち入り（３０分程度）が

必要なため詳細スケジュールができましたら該当住戸にお知らせします。  
工事内容 工期 施工業者 

棟内工事 ６／１７（月）～９／１０（火） ○○○○システム 
棟間工事 ７／ １（月）～７／１９（金） 〃 

管理棟工事 ８／１９（月）～９／１０（火） 〃 
運用開始 １０／１（火）～  

 
工事中は住民のみなさんにご不便をおかけしますがご協力をお願いします。 

 
 
 

来客駐車場が完成した後の利用方法についてお知らせします。  
駐車料金 昼間  ９：００ ～ ２３：００ １時間ごとに  １００円 

 夜間 ２３：００ ～  ９：００ １泊    １，０００円  
駐車できる車両（積載物を含む） 

普通車、軽自動車（長さ：５ｍ以下 巾：２ｍ以下 車床：１５ｃｍ以上）  
駐車区画は、１番から１３番まであり、１番・２番区画は車椅子の方を優先
します。  

駐車方法 入庫：空いている駐車区画の白線内に駐車します。自動的にフラ 
    ップ板が上がります。 
 精算：精算機で駐車区画の番号を押します。駐車料金が表示され 

    ますので、金額を投入します。 
 出庫：精算後、フラップ板が下がったことを確認し出庫します。 

２００２年（平成１４年）   ６月  １０日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６月の予定 
１０（月） 燃えるごみ収集日  
１１（火）   
１２（水） 燃えないごみ収集日  
１３（木） 燃えるごみ収集日  
１４（金）   
１５（土）  理事会 
１６（日） 少年団廃品回収  
１７（月） 燃えるごみ収集日  
１８（火）   
１９（水） びん収集日  
２０（木） 燃えるごみ収集日  
２１（金）   
２２（土）  町内会夏祭り打合せ会 
２３（日）   
２４（月） 燃えるごみ収集日  
２５（火）   
２６（水） ペットボトル紙衣類収集日  
２７（木） 燃えるごみ収集日 町内会役員会 
２８（金）   
２９（土）  修繕委員会 
３０（日）   

７月の予定 
 １（月） 燃えるごみ収集日  
 ２（火）   
 ３（水） かん収集日  
 ４（木） 燃えるごみ収集日  
 ５（金）    
 ６（土）  理事会役員会 
 ７（日）  広報委員会 
 ８（月） 燃えるごみ収集日  
 ９（火）   
１０（水） 燃えないごみ収集日  
１１（木） 燃えるごみ収集日  
１２（金）   
１３（土）  環境整備委員会 
１４（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） 

 

  
 

先の臨時総会で承認・可決された各工事のスケジュールが確定しました。 
これに伴い、以下の受付を開始します。 
★ 新自転車シールの販売開始 ★ （バイクは除きます） 

販売日時 ６月１０日（月）～６月１４日（金） 
午前９時～１２時、午後１時～５時 

販売場所 管理事務所 
費  用 １００円／年 ※釣銭は用意しておりません 
貼替期間 ６月１５日（土）まで 

★ バイク置場使用契約受付開始 ★ 
 Ｅ棟西側（現来客駐車場）、およびＡ棟東側ファイヤーレーン空きスペースの
バイク専用置場新設に伴い、バイク置場使用契約の申し込みを以下の要領で受
け付けます。 

契約日時 ６月１７日（月）～６月２８日（金） 
平日の午前９時～１２時、午後１時～５時 

契約場所 管理事務所 
費  用 １，０００円／月 ８月度の管理費から自動引落を開始します
必要書類 自賠責保険証書の写し 

バイク置場使用契約書（署名捺印済みのもの） 
使用開始 ８月１日（木） 

※シールは後輪カバー後部の良く見える位置に貼付してください。 
※使用開始日を過ぎてもシールを貼っていない自転車・バイクは、使用細則に

基づき処置します。 
★ Ｄ棟西側新設契約駐車場抽選 ★ 
 Ｄ棟西側ファイヤーレーンに新設する、契約駐車場の抽選を以下の要領で行
います。 

抽 選 日 ６月２９日（土） 午前１０時 時間厳守 
抽選場所 集会所ホール 
使用開始 ８月１日（木） 
応募条件 第２～第８駐車場保有者で第１駐車場への 

移動を希望する方、または駐車場のない方（現在第１駐車場保
有者で２台目希望者は除く） 

★ 契約駐車場新シール配布 ★
 ６月中に既契約者に対して、契約駐車場新シールを配布します。新シールを受
け取られた方は、新旧シールの貼り替えをお願いします。 
 
   

先日、希望住戸に対して標記調査を実施したところ、以下のような調査結果が
報告されましたのでお知らせします。 
 

調査戸数  ４０戸 
不具合戸数 ２８戸 

不具合内容  
１．浴室点検口内の給湯配管継ぎ手部分の経年劣化による腐食、赤錆、青錆の

発生および水漏れの形跡を確認 
２．流し台点検口内の給湯配管継ぎ手部分の経年劣化による腐食、赤錆、青錆

の発生および水漏れの形跡を確認、等 
 
 調査結果から推測すると、未調査住戸でも同様の割合で不具合の発生が考えら
れます。 

管理組合では本調査結果を重大な問題と受け取り、再度給水設備調査希望者を
受け付けます。希望者の方は、６月２８日までに管理事務所まで申し込んでくだ
さい。 
 専有部分の漏水事故は個人の責任になります。管理組合ではこのような事故が
起きたときのために保険に加入していますが、全額が補償されるわけではありま
せん。また、過失による漏水ではなく、経年劣化による漏水事故が発生した場合、
保険は適用されません。 
できるだけ事前予防措置をとられることをお勧めします。



応募用紙の式に直線を１本加えて式が成り立つようにしてください。 

  
梅雨の時期になりましたが、今年はサッカーのワールド 

ッカップが先日より始まり、なにか華やいだ感じがしますね。 
 グリーンシティでも安全で住みよいマンションライフの 
ための工事が始まっています。ご協力よろしくお願いします。

 
 

５月１８日集会所ホールにて交流会を開催しました。子どもたちは、加古川
マジッククラブの方々の楽しく不思議なマジックの世界にひきこまれ、またゲ
ーム大会では、商品目指してみんなで大いに盛り上がりました。 
 短い時間ではありましたが、楽しく過ごすことができよい思い出になったこ
とと思います。 

＜少年団本部廃品回収のお知らせ＞ 
日時  ６月１６日（日） 午前８時から 
場所  ゴミステーション 

＜ゴミ分別のお願い＞ 
いつもゴミ分別にご協力いただきありがとうございます。一部に分別の仕方

の間違いが、見られますのでもう一度確認をよろしくお願いします。 
（ビン）★中身を出して水洗いする。 
    ★キャップは、はずす。プラスチックのふたは、ちぎり取る。 

★化粧ビン、割れ物、薬のビン（ドリンク剤は 
除く）は、不燃ごみへ、色付きのビンは色分 
けしてかごへ。 

（かん）★中身は、出して水洗いする。 
★シーチキンなどのふたは、不燃ごみです。

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学
        

暑い日にビールやジュースを飲むとき、冷えたグラスに霜が付いていると一段
と涼しげで美味しく感じます。ご家庭でグラスに霜をつけるには、まずグラスに
お湯を注ぎ温めてから、そのお湯を捨てます。その後、グラスを伏せたまま冷凍
庫に３０分ほど入れておくと、グラスの表面にきれいに霜がつきます。 

 
 

梅雨時に入り、傘をさして登校する日が多くなりました。見通しも悪い上に、
走って滑る可能性もあります。ご家庭でも十分気を付けるよう指導してくださ
い。 

【通学路の一部変更について】 
すでに、学校からのお知らせでご承知かと思いますが、５月３０日（木）の

登校より通学路が一部変更になりました。なお、立ち当番は今までどおりとし
ます。 

【６年生修学旅行中の登校について】 
６月１２日（水）～６月１４日（金） 

この期間は、４・５年生がかわりに下級生を連れて行けるようにしましょう。

６月３日（月）の立ち当番は次のとおりでした。 
平野踏切……………Ｂ棟 ○○○○号 ○○さん 
間形交差点北側……Ｅ棟 ○○○○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。

 
 

着慣れない制服に、真新しいカバン。小・中・高の新入生の皆さん、新学年
をスタートされた皆さん、新環境での生活・登下校にようやく慣れてきた頃で
しょうか。一人一人の顔にもゆとりさえうかがえるこの頃です。 少年補導の現
況は、特に巡回中大きな問題はありませんが、この時期『学校から帰宅後の外
出』が特に目に付きます。 

例えば、小・中学生の女子がプリクラを撮るためゲームセンターやニッケパ
ークタウンなどへ出入りしたり、友達同士で自転車でブラブラしている姿です。 

また、中・高生の男子は、自転車の二人乗りをしている姿が多く見られ声掛
けをしても、その場限りといった状況がほとんどです。他では、新興書房（平
野店）で、小・中・高生の本の万引きなどや、コンビニ店での万引きの低年齢
化の報告を聞いております。 

子ども達と出会うと『なるべく早く家に帰ろう』と声掛けする機会が多くな
っております。遅い時間からの用もない外出は危険な誘惑に負けてしまう要因
でもあります。今一度、自分の生活環境・生活リズムを見直してみませんか！ 

時間のゆとり、気持ちのゆとりは自己啓発に役立てたいものです。 

２００２年（平成１４年）   ６月  １０日 

 
 

 ２００２年２月２２日東京都千代田区では路上での喫煙行為を禁止し、違反者
には最高２万円の科料を科す条例を制定する方針を明らかにしました。 
 グリーンシティ敷地内でも、タバコのポイ捨て・歩きながらの 
喫煙が原因で通路の焼け焦げが非常に目立ちます。みなさんは、 
本当にタバコの危険性をご存じでしょうか。 
 自室や、許可された場所で喫煙することは、一向に構いません。 公共の場所
での禁煙は、主に健康上の理由によるものかと思います。またエレベータや、通
路などの禁煙は、主に防災上の理由によるものでしょう。混雑している場所での
喫煙は、他人に火傷をさせる恐れがあります。 実際に１９９４年１月、千葉県
のＪＲ船橋駅では、歩行中に喫煙していた男性のタバコが３歳の女の子の目にあ
たり、火傷を負わせたまま立ち去ると言う事件がありました。 

 歩きながら吸わないでください。 
日本では、多くの人が当たり前のように道端や人混みでタバコを吸い、吸い殻

は火のついたまま投げ捨てています。注意したところで無視されるのは良い方
で、「関係ないだろ」「うるさいんだよ」などとすごまれてしまう事も決して少
なくありません。 迷惑に思っていても、恐くて注意できない人が大勢います。
特に「ポイ捨て」は絶対にやめてください。火のついたタバコは、火災の恐れが
あります。また、道に落ちているタバコを、幼児が誤飲すると言う事故もありま
す。タバコのフィルターで、排水溝が詰まると言う被害もあります。  

吸い殻を投げ捨てないでください。 
 平気で歩きながら喫煙して、吸い殻を投げ捨てるような人でも、自分の家の前
に犬が糞をしたと言って怒ったりするんですよね。不思議ですね。  
 現在、日本全国のおよそ３００の自治体で、「ポイ捨て禁止条例」が制定され
ており、その他の自治体でも同様の条例制定の動きがあります。 

歩きながらの喫煙、タバコのポイ捨ては重大な過失につながります。 
グリーンシティ全員が安全な美しい町づくりにご協力ください。 

  
    
   

  
応募用紙 

６月の答え ５＋５＋５＝５５０

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：６月２９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す，な等②け等③ま，が等でした。 
正解者３６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。     

Ｄ棟 ○○○○号 ○○ 氏     Ｄ棟 ○○○○号 ○○ 氏 

 
 
 
  

７月２７日（土）に実施する「第１６回グリーンシティ夏祭り」のポスター
をグリーンシティの子どもたちから、以下の要領で募集します。どしどし応募
してください。力作には賞品を用意しています。 
  応募資格：グリーンシティに住んでいる１８歳以下の方 
  応募期限：６月２９日（土） 午後５時まで 
  提 出 先：管理事務所 
  応募用紙：４つ切画用紙（各自でご用意ください） 
  内  容：水彩、クレパス、クレヨンなど何でも結構ですが、ポスターの

中に以下の文字を入れてください。 
・ 第１６回グリーンシティ夏祭り 
・ 日時：７月２７日（土） 午後５時から 
・ 場所：Ｃ・Ｄ棟間およびＢ棟ファイヤーレーン 

☆ 氷丘まつり助成金について 
氷丘まつり運営経費として、氷丘連合町内会から２５万円を助成します。
グリーンシティ町内会はその分担金として、世帯数×２９円を基準に 
１７，０００円を助成します。 

☆ 日本赤十字社社資について 
  グリーンシティ町内会は日本赤十字社社資として６５，７００円を納入

しました。 

 
◆先日のふれあい公園消毒の後、例年のように「使用禁止」の札がかかってい

なかったため、遊具を使用されている方がたくさんおられました。前もって
「当日は使用禁止のお知らせ」はあったものの、その日消毒が行われていた
かどうかもはっきりせず迷いました。消毒の行われた直後でも子ども達への
からだへの影響は大丈夫ですか。             -Ａ棟居住者- 

  当日何らかの手違いで札が掛かっていなかったのでしょう。管理組合とし
ては、その旨を管理事務所に申し入れました。消毒液の濃度は人体へ影響の
ないものを使用しています。                管理組合  

◆各棟玄関入口付近にゴミ箱を設置していただけたらありがたいのですが．． 
（無用のチラシ処分用に）                -Ｆ棟居住者- 

以前はゴミ箱を設置していたのですが、不心得者がゴミ箱に火のついたタ
バコの吸殻を捨てボヤ騒ぎになったことがあり、それ以来ゴミ箱の設置は中
止しております。ご理解ください。             管理組合 

◆老人会は活動されていないとのことでしたが、グリーンの高齢者（私も含め
て）の方々のふれあいの場などお考えではないでしょうか。 -Ｄ棟居住者- 

  グリーンシティも徐々に高齢化している中で、高齢者のふれあいの場はと
ても大事だと思います。どなたか老人会の代表になってまとめていただける
方はいないでしょうか？町内会まで連絡をお願いします。    町内会 

◆夏祭りで、少年団やＰＴＡの人だけでなく、住人の希望者でも屋台をだして
みたいで～す。                     -Ｂ棟居住者- 

  責任を持って出店していただけるのなら、特に問題は無いと思います。６
月２２日（土）１９時３０分から夏祭り打合せ会を集会所ホールで開催しま
すので、出店内容等詳細計画をお持ちの上、打合せ会に出席してください。 

  町内会 
                                   

◆総会決議「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」に他マンションの誤った情報をもとにした意見がありましたが、長文
のため割愛します。（投函者には、直接回答しました。）     管理組合 


