
 
 
 
       

        
          先の臨時総会で承認されました有料来客駐車場及び敷地

内整備の各工事が完了致しました。みなさんのご協力のお
かげだと思っております。今後とも有効にご活用ください。
なお工事内容は、以下のとおりです。 

 
 
１． 有料来客駐車場及びふれあい公園整備（７月８日運用開始） 

  ２． Ａ棟ファイヤーレーン整備 
◎ 工事用一時駐車場（７月２１日運用開始） 
◎ バイク専用駐輪場（８月 １日運用開始） 

３． Ｄ棟ファイヤーレーン整備 
◎ 契約駐車場５台 （８月１日運用開始） 
◎ 自転車駐輪場 

４． Ｅ棟前道路 
◎ バイク専用駐輪場（８月１日運用開始） 

   

※工事費 ￥２２，８８０，９６２（税込み） 

２００２年（平成１４年）   ８月  １２日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８月の予定 
１２（月） 燃えるごみ収集日  
１３（火）  管理事務所休み 
１４（水） 燃えないごみ収集日 管理事務所休み 
１５（木） 燃えるごみ収集日 管理事務所休み 
１６（金）  管理事務所休み 
１７（土）  理事会 
１８（日）   
１９（月） 燃えるごみ収集日  
２０（火）   
２１（水） びん収集日  
２２（木） 燃えるごみ収集日  
２３（金）   
２４（土）  修繕委員会 
２５（日）   
２６（月） 燃えるごみ収集日 自警団夜回り 
２７（火）  自警団夜回り 
２８（水） ペットボトル紙衣類収集日 自警団夜回り 
２９（木） 燃えるごみ収集日 自警団夜回り 町内会役員会 
３０（金）  自警団夜回り 
３１（土）  管理組合役員会 

９月の予定 
１（日）  広報委員会 
２（月） 燃えるごみ収集日   
３（火）   
４（水） かん収集日  
５（木） 燃えるごみ収集日  
６（金）   
７（土）   
８（日）   
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１期２年任期の代表理事の任期満了に伴い、当該棟から「第１８期新理
事候補者」を次の要領で公募します。 
 グリーンシティの快適な住環境の維持管理（長期修繕計画、ＪＲ高架工
事問題等）は、『居住者全員の責任』です。協力していただける方の立候
補を期待しております。 
 なお、立候補者がない場合は、８月３１日（土）１９時より集会所ホー
ルにて公開抽選会を行います。 

１．募集期間：平成１４年８月３０日まで 
２．当 該 棟：Ｃ棟１名、Ｅ棟２名、（計３名） 
３．資  格：当該棟区分所有者 
４．任  期：管理規約のとおり 
５．受付場所：管理事務所または管理組合理事まで 
 
 
 
「マンション運営情報及び緊急情報伝達システム設備」の導入に伴い、こ
の情報設備の運営に携わっていただける方を公募します。 

応募資格 加古川グリーンシティに居住している成人の方 
応募期日 平成１４年８月３１日まで 

多くの方の意見を取り入れ、充実した内容を目指したいと思います。また、
パソコンや情報設備に関する知識の有無に関わらず、「こんなことができ
たらいいな」「あんなことはできないかな」というような意見のある方は、
どしどしご応募ください。 

 現在契約駐車場は、契約時に届け出た車両以外駐車することができません。 
 以前より、契約している駐車場があいてるとき、来客者などの車両を一時駐
車させてほしい旨の要望があり、理事会で検討を重ねた結果、以下の手法で駐
車を許可することになりましたのでお知らせします。 
１．管理組合は駐車場契約者に対して、「代替車一時駐車許可証」を発行する 
２．希望者は、自分の契約駐車場へ他の車両を駐車させる場合、「代替車一時 

駐車許可証」をダッシュボードのよく見える位置に置かなければならない 
なお、本措置の運用は「代替車一時駐車許可証」及び「誓約書」等の準備が

できた段階で、再度お知らせします。 
 
 
 有料来客駐車場運用開始に伴い、敷地内の違反車両が激減しました。これも
居住者の皆さんのご理解とご協力の賜物です。どうもありがとうございます。 
 さて、それに伴い荷物の運搬などで一時的に車を停車させる場合に、とても
気を使われるのではないかと思います。そこで車両の一時停車方法について再
度お知らせします。 
 
一時停車時のルール 

１．停車時間は２０分までです 
２．ハザードランプ（点滅灯）を点灯してください 
３．他の車両の妨げになる場所や消防活動空地には停車できません 

なお、有料来客駐車場も最初の２０分は無料ですのでご利用ください。 

 
 

夏の風物詩、花火、しかし、花火はたいへん危険です！ 
花火の事故は、幼い子ほど件数が多くなっています。ケガは９割がやけどで

すが、それ以外では花火の破裂した破片が目、口などに入った、すり傷や打撲
を負った、視力、聴力が低下したなど、中には失明した子どももいます。 
 やけどした場合はまず、患部を流水で冷してください。服が患部にくっついて
いる時は、服を無理に脱がせないでそのまま流水で冷やした方がよいでしょう。
その後、すぐに医師の治療を受けてください。 どのやけども同じ事が言えるの
ですが、病院へ行く前に、流水で冷すだけにし、薬などは塗って行かないでく
ださい。薬を塗っていくと、まずそれらを取り除く処置から始めなければなり
ません。 

絶対にベランダや通路で花火はしない。 



 
第１６回グリーンシティ夏祭りもたくさんの児童、ご家族に参加していただ

き大成功に終わりました。ＰＴＡもたくさんの収益があり、児童のために有効
に使わせていただきます。ありがとうございました。 

 
愛校作業について 

 日時 ：８月２４日（土） 午前８時～１０時 （７時５０分集合） 
＊雨天の場合 ８月２５日（日）に延期 

 
持ち物についてはグリーンシティの管理事務所より鎌、草引き用具その他 

お借りしますので、作業のできる服装と軍手、タオル等をご用意ください。 
（お茶、参加票も各自持参のこと）なお児童の登校時間が１０分早くなります。
各登校班集合場所に７時２０分までに集合し、登校します。 
 

立ち当番のお知らせ 
＊愛校作業日もご協力ください。  

             平野踏切     間形交差点北側  
８月２４日（土）愛校作業 ○棟○○○ ○○さん ○棟○○○○ ○○さん 
９月 ２日（月）始業式  ○棟○○○ ○○さん ○棟○○○○ ○○さん 
  

Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。 
 

        ８月のラジオ体操（後半）について 
期間：８月２６日（月）～８月３０日（金） ＜５日間＞ 

   時間：午前６時３０分～ 
   場所：ふれあい公園  
 ＊夏休みのプール当番とパトロールも、ひきつづきご協力ください。 

 
ふれあい公園の「すべりだい」が老朽化していた 

ので加古川市の補助をもらって取り替えることにな 
ったそうです。工事中はご不便をおかけしますが、 
ご理解とご協力をお願いいたします。 －広報委員会― 

 
 

記念品の配布と敬老会開催のご案内 
８月１７日（土）午後４時ごろから、敬老会の記念品を当該のご家庭に配

布します。その時に加古川市主催の敬老会のご案内もします。 

日時  ９月３日（火）午前９時～午前１１時２０分 

なお出席される方は、民生・児童委員まで申し出てくだ 
さい。楽しい催しもありますのでぜひ参加してください。 

  民生・児童委員：○○ ○○○ ○○－○○○○ 
          ○○ ○○  ○○－○○○○ 

 
 
  

日ごろは少年団活動にご協力いただき、あり 
がとうございます。７月のラジオ体操にもたく 
さんの参加をしていただき、ありがとうござい 
ました。 

        ふれあい公園近くの住民の皆様には、早朝か 
らご迷惑をおかけしました。また８月２６日 
（月）からのラジオ体操時も、ご迷惑をおかけ 
しますがご理解いただきますようよろしくお願 
いいたします。 

夏祭り後の清掃活動、加古川河川敷クリーン 
作戦に参加していただいた団員の皆さん！ 

ご苦労様でした。 

 
           ○棟 ○○○○ ○○さん 

 東京都内の学校に通うＡ君が夏休みに遊びに行ったときの話とヒントからＡ

君が遊びに行った都道府県を当てて下さい。 
（平成１４年度早稲田中学校社会科入試問題参考） 
Ａ君「ぼくは、上野駅から寝台列車に乗ったよ。 

夕方出発して次の日の昼ごろ着いたよ。 
この街は道路が整然と区画整理されていて 
きれいだったよ。」 

ヒント：かつて石炭の生産がさかんに行われて 
いましたが、近年つぎつぎに閉山されてきています。

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学 
 
 

タマネギは、食べては美味しいですが調理の時が大変… 
その涙を出させる成分が、細胞に含まれているアレルプロピオンという物質で
す。この物質は、もともと非常に蒸発しやすいので、切ったとき細胞が壊され
空気中に飛び散るのです。ですから、涙を出させないようにするには、この物
質が空気中に飛び散らないようにすればいいのです。 

そのために方法はいくつかありますが、一番いいのはタマネギをあらかじめ
冷蔵庫に入れて冷やしておくのです。アレルプロピオンは低温の状態では蒸発
しにくくなります。そして、切れ味のよい包丁で手早く切るのがポイントです。
その後すぐに水の入ったボールに入れます。この物質は、水によく溶ける性質
があるので、これでタマネギの涙対策は完璧です。このことから分かるように、
ベランダなどに出しておいたタマネギを、切れない包丁で切ってしまうと、涙
は止めどなく流れます。 

２００２年（平成１４年）   ８月  １２日  

恒例となりました自警団による「夜回り」を実施します。 
グリーンシティの環境は“グリーンシティ居住者”で守っていきましょう。 
協力していただける方の参加をお待ちしております。 

期  間：８月２６日（月）～ ８月３０日（金） 
集合場所：集会所 和室 
集合時間：午後９時（１時間程度）

 
★ ７月２７日(日) 午後８時頃、第一駐車場の前（Ｅ棟側）に「姫路 ４０ 

り６３７１」 白のミラ（ナンバープレートが黒地に黄字）がとめてあ
り、駐車の妨げになり、困りました。違反駐車にたいする罰金制度がで
きていますが、こういった場合（管理事務所が閉まっている時間帯など）
どのように対応していただけるのでしょうか？       Ｄ棟居住者 

まず基本的な考え方として、違反駐車の取り締まりはわれわれ居住者
が皆で行うものだということをご理解ください。その上で、対応として
は以下のようにしていただきたいと思います。 
１．日時および違反車のナンバー、車種、色、特徴を控え（できれば写

真も）、管理事務所の業務時間内に連絡してください 
２．緊急の場合（例えば、駐車できない、駐車場から出せない等）は、

休日や時間外でも管理事務所へ連絡してください 

★ 有料来客駐車場を運用開始し、「違反駐車については違反金を請求しま
す」の看板が、設置されてから約３週間。マンション内の道路が、きれ
いで通行しやすくなりました。また子どもたちも安心してあそんでいる
ようですばらしいグリーンシティに近づいているようです。Ｅ棟居住者 

★ 集会室は管理事務所に申し込めば使用できるのですか？グリーンシティ
の未就園の子ども、お母さん達で子育てサークルの様な活動はできないで
しょうか？                                        Ｂ棟居住者 
 代表者、目的を明確にし申し込んでください。管理組合で審査の後、
可否を連絡します。ただし、営利目的の場合は別途費用が発生します。 

★ グリーンだよりの意見のコーナーの不用品を欲しい人に譲る案に大賛成
です。リサイクルはとてもいいことだと思います。例えば管理事務所の付
近に掲示板を作ってもらい、欲しいものや譲りたいものを掲載して申し出
る方法、そうすればみんな自由に見れていいのでは？    Ｄ棟居住者 

検討していきます。もう少し時間をください。 

★ パソコンに詳しい方が多いとのことで、ぜひパソコンの講習とか、自由
に使ったり（中古のいらないパソコンを）ということをしてもらえたら 
いいな・・・                      Ｄ棟居住者 

毎月第１土・日曜日に集会所和室で「グリーンだより」の編集をして
います。のぞいていただければパソコンの講習をしますよ！ 

★ 犬、吠えさすな～。吠える犬がいる家は窓やベランダの窓を閉めて!! 
                             Ｆ棟居住者 

  
    
   

  
応募用紙 

８月の答え 
 

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：８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、①ジャー ②新聞配達員（夕刊→勇敢）でした。
正解者２２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。    

 
 

町内会のメインイベント『第１６回グリーンシティ夏祭り』が７月２７日（土）
午後５時からＣ・Ｄ棟間Ｂ棟ファイヤーレーンで盛大に実施されました。 
 準備から後片付けまで協力していただいた 
方々および各団体にお礼申し上げます。 
 今年はタバコの吸殻の後始末のできて 
いない大人や、ごみの後片付けができて 
いない子どもたちが多かったように思い 
ます。来年からは気をつけましょう。 

今年の反省点を来年に反映させたいと 
思いますので、ご意見があれば町内会まで 
（各棟ご意見箱）ご連絡ください。 

 


