
 
 
 
 
皆さん!! お待ちかねの『第１６回グリーンシティ夏祭り』を以下のとおり開催いたします。各団体による夜店・ゲームや“じゃんけんポンゲーム”子

どもたちによる、“ラムネ早飲み競争”おとなのための“ビール早飲み競争”恒例の“グリーンだよりクイズ敗者復活戦”“大抽選会”など、楽しいイベン

トが盛りだくさんです。グリーンシティに居住する皆さんのコミュニケーションの場として、年齢を問わず多数の方の参加をお待ちしています。お誘いあ

わせの上、ご参加ください。夏祭りのご案内は、各家庭に後日配布します。 
 

日時：２００２年７月２７日（土） １７時から     場所：Ｃ・Ｄ棟間およびＢ棟ファイヤーレーン 
 
 
                          夜店のご案内                                   

☆ ＰＴＡ 
 
 
 

おじゃみ投げ １回１００円 
ジュース     １００円 
アイス  ５０円，１００円 
調理パン     １００円 

☆ 少年団 くじ引き   １回１００円 
お菓子すくい １回 ５０円 
フランクフルト  １００円 

☆ サッカー  
お好み焼き    ２００円 
 

☆ 管理組合理事会 焼鳥        ５０円 
生ビール     ２００円 
ポップコーン   １００円 
 

 

 

 
 

新来客駐車場運用開始に関するお知らせ 
 
 既に各戸にお知らせしたとおり、７月８日（月）から新来客駐車場の運用を

開始しました。 

今後グリーンシティの敷地内には、事前に管理者が許可した車両及び緊急自

動車以外は無料で駐車することはできません。居住者の皆様には新来客駐車場

運用の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願い致します。 

 なお、以下の「駐車券」を管理事務所で販売していますので、必要な方はお

買い求めください。 

販売は１０枚（千円）単位での販売となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）無許可で敷地内に駐車した車両については、違反金３万円及び付帯費用

を請求しますので、くれぐれも違反駐車されないようにお願いします。 

 

２００２年（平成１４年）   ７月  １５日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７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） 粗大ごみ収集日  
２０（土）  理事会 
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）  グリーンシティ夏祭り 
２８（日）  夏祭り後の清掃活動 
２９（月） 燃えるごみ収集日 町内会役員会 
３０（火）   
３１（水）   

８月の予定 
 １（木） 燃えるごみ収集日  
 ２（金）    
 ３（土）  理事会役員会 氷丘祭り 
 ４（日）  広報委員会 
 ５（月） 燃えるごみ収集日 加古川河川敷クリーン作戦 
 ６（火）   

７（水） かん収集日  
８（木） 燃えるごみ収集日  
９（金）   

１０（土）  環境整備委員会 
１１（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） 

 
 

☆ 夏祭りプログラム 
１６：００～大抽選会抽選券受付開始 
       （１９：３０受付締め切り） 
１７：００～夜店開始 
      お菓子引き換え（～１９：４０） 

◎ 小学生以下の方 
引換券をもってきてね！ 

１８：００～じゃんけんポンゲーム 
      大人も子どももどしどし参加してね

１８：４５～ラムネ早飲み大会 
◎ 小学生以上２０才未満の方 

１９：１５～ビール早飲み大会 
      ◎ ２０才以上の方誰でも歓迎！ 
１９：３０～グリーンだより敗者復活抽選会 
２０：００～大抽選会 

☆ ゲームのおしらせ 
 

◇ じゃんけんポンゲーム 
じゃんけんによる生き残りゲームです。 
勝ち残った人には賞品を用意していま 
す。 

 
◇ ラムネ早飲み大会 

子どもたちによるラムネの 
早飲み競争です。 
ビー玉をいかに止めるかが 
勝負のわかれめです。 

 
◇ ビール早飲み大会 

大人によるビールの早飲み競争です。 
ゆっくり味わって飲んでください。 

 
 



 
① いつも、「さようなら」と言いたそうな家電は？ 
② 新聞配達員、郵便配達員、飛脚のひと 

このうちいちばん勇敢な人はだれ？                  

 
 

夏休みが２０日から始まります。グリーンシティ内の遊びに十分 
気を付けて、楽しい夏休みを過ごしましょう。 

   
[ボール遊びについて]    

    Ｃ棟１階の壁に向かってボールを投げている子どもがいます。 
何回も今まで注意しましたが、居住者からの苦情もあり、ボール 

遊びを制限せざるを得ない状況になります。今すぐ迷惑になるよう 
なボール遊びはやめましょう。 
 

[夏休み地区水泳当番及びパトロールについて] 
    例年どおり、皆様のご協力をお願いします。ご質問がありました 

ら、ＰＴＡ地区常任委員（○○： ○○－○○○○）までお問い合 
わせ下さい。 

７月１日（月）の立ち当番は次の方でした。 
平野踏切……………○棟 ○○○号 ○○さん 
間形交差点北側……○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。 

 
６月２日（日）氷丘南小学校でドッヂボール大会が行われました。当日はよ

いお天気に恵まれグリーンシティから８７名の子どもたちが参加しました。 
その結果、低学年男子１チームが準優勝という輝かしい成績をおさめました。 

 それぞれのチームが精一杯力を出し切りよく頑張りました。保護者の方々も 
応援どうもありがとうございました。 
   ＜今後の活動＞ 

★ 清掃奉仕として以下を予定しております。 
７月２８日（日） 夏祭り後の清掃活動 
８月 ５日（月） 加古川河川敷クリーン作戦（対象４年生以上）  

★ ７月のラジオ体操の日程 
期間 ７月２２日（月）～３１日（水）まで（土日は除く） 
時間 午前６時３０分から  （雨天中止） 
場所 ふれあい公園 

詳細は掲示板でお知らせしますので団員の皆さん 
ぜひ参加してくださいね。 

 
 

恒例の『第１６回グリーンシティ夏祭り』を管理組合と協力して以下のとお

り開催いたします。夏祭りのご案内は、各家庭に後日配布します。 
 
 

 
日時：７月２７日（土） １７時から 
場所：Ｃ・Ｄ棟間およびＢ棟ファイヤーレーン 

 
 

 氷丘まつりが８月３日（土）に氷丘公民館で開催されます。お誘いあわせの

上、ご参加ください。 

 
 
 
 

グリーンシティ安全活動とは、安全で住みよい地域社会をつくるため、住民

が不安や脅威を感じている犯罪・事故・災害の未然防止や被害の拡大防止を防

ぐ活動のことです。 
 グリーンシティ安全活動は、誰かがするというものではありません。『地域を

構成するみんな』つまり居住者の方々を中心に活動を進めるものです。 
そして、地域の安全・安心を支えているのは、『法律』、『犯罪を取り締まる警

察』、『安全・安心のための都市計画や環境』それに『地域におけるコミュニテ

ィ』などがあげられます。地域の安全確保のためには、このいずれもが重要で

すので、居住者の皆さんは、地域におけるコミュニティに積極的に参加してい

ただき、従来から地域が持っていた相互扶助や犯罪抑止機能の向上を図り、グ

リーンシティの地域力を高めましょう。 
また、災害でも犯罪でも同じですが、安全の確保は身の回りから始めます。 

まず、 
・自分の身や財産を守る（外出の際カギを掛けるなど） 
・家族を守る（防犯ブザーを持たせるなど） 
・隣近所で助け合う（声を掛け合う、挨拶をするなど） 
・狭いコミュニティ単位で助け合う（町内会、地区ＰＴＡ、少年団など）  
・まちづくりに参加する（みんなで考え、安全活動を進めます） 

など、できることから始めていきましょう。そして、安全・安心の輪を地域の

みんなに広げ、子どもたちやお年寄りも安心して住めるグリーンシティづくり

を考えましょう。  
知知知っっっ得得得雑雑雑学学学 

疲労の種類で湯の温度を変える 
 入浴は、その日の疲れを取って明日の活力を生んでくれますが、実はどんな
原因で疲れたかによって、入る湯の温度を変えた方がいいのです。 
 好みもありますが、神経の疲れを癒すには、ぬるめのお湯に長くつかってい
た方がいいのです。全身がリラックスして、頭も休まります。また、汗腺が十
分に開くので、汗腺をふさいでるばい菌なども汗で押し流され、体は清潔にな
ります。神経がいらだって眠れないときには、寝る前にぬるま湯に入ると安眠
できます。湯温は３６～３８度くらいまでです。 
 肉体的な疲労の時は、熱めの湯に入るとスッキリします。筋肉にたまって疲
労のもとになっている乳酸の分解される速度が早くなるからです。湯温は４２
～４３度くらいまでが適温です。但し、熱い湯に長時間入らない方がいいので
す。特に心臓の悪い人や高血圧症の人は厳禁です。これは熱い湯に刺激されて
血圧が上昇するからです。しかし、健康な人や若い人は、熱い湯に入ることで
体の機能が刺激されて活発になるので、リフレッシュしてみてください。 

 
  「グリーンだより」は毎月第１土曜日と日曜日に、集会所の和室で編集作業 

を行っています。パソコンを使って読みやすい紙面をと、頑張っています。パ 
ソコンに詳しい方が多いので、いろいろなテクニックを教えてもらえます。 

「グリーンだより」「パソコン」に興味のある方はぜひのぞいてみてくださ

い。子どもたちも大歓迎です。              －広報委員会－ 

２００２年（平成１４年）   ７月  １５日 

  
    
   

  
応募用紙 

７月の答え 
① 
② 

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：７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、545+5=550 または 5+545=550 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。    

 
     ○棟  ○○○ ○○さん   ○棟 ○○○○ ○○さん 

○棟 ○○○○ ○○さん   ○棟 ○○○○ ○○さん 

 平成１４年度社会福祉協議会会費として、１６６，８００円をグリーンシ

ティ町内会費から納入しました。 
 社会福祉協議会とは、福祉サービスを必要とする人が、その環境、年齢お

よび心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供さ

れるよう援助するとともに、社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開

し、地域福祉の増進を図ることを目的としています。 

 
★ベランダに鳩が飛んできて、糞をするので困っています。みなさんは、鳩対

策をどのようにされているのでしょうか？                   Ｄ棟居住者

管理組合でも鳩対策については色々と話し合っていますが、決め手がないの

が現状です。皆さんからのご意見をお待ちしています。      管理組合 
★今回のクイズは、むづかしかったけどよく考えたらかんたんでした。 
                              Ｄ棟居住者

★清掃がいきとどいてきれいだと思う。                       Ｂ棟居住者

★夏祭りで少年団や中・高生とダンスなどのもよおしものをしてみたいです。 
                              Ｄ棟居住者 

今年は間に合いませんが来年また提案してみてください。     町内会 
★夏祭りが、とても楽しみです。                Ｄ棟居住者

★家で、いらなくなったもので、まだ使えるものを欲しい人に譲れるよう伝言 

板などに掲示するのは、どうでしょう？ ごみとして捨てるものが減るし、

喜ぶ人もいるのでは・・・                 Ｂ棟居住者

ご提案ありがとうございます。具体案があればどんどんご提案をお願いしま

す。                            管理組合 

 

 


