
 
 
 
１．設備工事進捗状況 
 ・完了予定 
  ２００２年９月末日 
 ・進捗状況 
   居住者各位のご協力により、８月末日時点で全体の約４／５の住戸に対

する工事が完了しました。 
 ・問題点 
   現段階において、対象住戸の約３％に以下のような問題が発生していま

す。 
  １）共用部分のＥＰＳ（エレベータパイプスペース）から各住個への配管

の途中に閉塞箇所があり通線できない 
  ２）居室内の途中で配管詰まりがあり通線できない 
  ３）リフォームによる配管切断で通線できない 等 
 ・対策 
   業者と対策を検討し、９月第２週頃より対応工事に入る予定です。 
  対象住戸には、業者より事前に工事手法を説明の上工事に入る予定ですの

で、ご協力をお願いします。 
２．システム運用開始予定 
   現在設備工事と並行して情報サービスシステム（「生活情報」「緊急情報」

のお知らせや居住者同士の「意見交換の場」を提供するシステム）を構築

中です。 
   運用を開始できるのは、概ね１０月の中頃から末にかけての予定ですの

で、もうしばらくお待ちください。 
   なお、システム運用開始時には、本システムの利用方法及びパソコン等

の操作方法について説明会を開催する予定です。詳細は決定しだいお知ら

せします。 
平成１４年７月１９日に国土交通省より「インターネットアクセス円滑化に

向けた共同住宅の情報化標準」が発表され、既存共同住宅における同標準の円

滑な活用を図るため、以下の資料が発表されました。 
 ・既存共同住宅のインターネット接続環境の整備に係る技術指針 
 ・既存共同住宅のインターネット接続環境の整備に係る合意形成マニュアル 
 これらからもわかるように、現在グリーンシティで進めている事業は国の指 
針に沿って行っていることをお知らせしておきます。 

 
 
 

９月１日の「防災の日」は、今から７９年前の大正１２年に、関東大震災が

発生した日です。この日を中心とする防災週間には全国的に防災に関する行事

が開催され防災訓練などが行われます｡この時期を捉え、皆さん一人ひとりがも

う一度身の周りで起こる災害について考え、「自らの生命は自らが守る」また、

「自分のまちは自分が守る」という防災意識のもと、地震が発生した時でも適

切な行動がとれるよう以下の点に注意し防災行動力を高めましょう。  
・わが家の安全点検をしましょう。  
・家の周りを確認しましょう。  

 ・自分の住んでいる地域はどのような特性があり 
どういう危険があるか調べましょう。  

・家具が倒れないようにしましょう。  
阪神・淡路大震災でも、家具の転倒や落下によって多数の人が負傷し

ました。震度５（強）以上になると書棚の本や、テレビ、タンスなどの

重い家具が倒れることもあります。家具類は、Ｌ字型金具などの転倒防

止器具で、丈夫な柱や壁にしっかり固定しましょう。 
・避難路を確保しましょう。 

“いざ”というとき迅速な避難ができるよう廊下などに、避難の障害と 
なる荷物などを置くのはやめましょう。   
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９月の予定 
 ９（月） 燃えるごみ収集日  
１０（火）   
１１（水） 燃えないごみ収集日  
１２（木） 燃えるごみ収集日  
１３（金）   
１４（土）  環境整備委員会 
１５（日）  敬老の日 
１６（月） 燃えるごみ収集日 振替休日 
１７（火）   
１８（水） びん収集日  
１９（木） 燃えるごみ収集日  
２０（金） 粗大ごみ収集日  
２１（土）  理事会  中学校運動会 
２２（日）  小学校運動会 
２３（月） 燃えるごみ収集日 秋分の日 
２４（火）   
２５（水） ペットボトル紙衣類収集日  
２６（木） 燃えるごみ収集日  
２７（金）  町内会役員会 
２８（土）  修繕委員会 
２９（日）   
３０（月） 燃えるごみ収集日  

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

 
 
 
 Ｃ棟１名、Ｅ棟２名（計３名）の代表理事任期満了に伴い「第１８期新理事

候補者」を公募していましたが、残念ながら立候補者が定数に満たなかったた

め、立候補者のなかった棟については、８月３１日（土）午後７時から当マン

ション集会所ホールにおいて公開抽選会を行いました。 
 
抽選結果は以下のとおりです。 
Ｃ棟  ５名（５名の中から１名選出） 
Ｅ棟 １０名（１０名の中から２名選出） 
 
なお、Ｃ・Ｅ棟当選者の方々には、個別に結果をお知らせしますので、

９月２１日（土）午後７時からの理事選出会議に出席をお願いします。 
 
 
  

最近ゴミを前日に出している人が目に付きます。 
前日からゴミを出すと、出したゴミに火をつけられる等 
危険です。 
 粗大ごみ以外は、必ず当日の朝に出すようにしてください。 



 
 

８月２４日（土）の愛校作業には暑い中ご参加いただきありがとうございま

した。去年に比べ、少し参加人数が少なく、参加されたＰＴＡの方々には大変

ご苦労いただき申し訳なく思いました。来年はぜひ多くの保護者の方々に参加

していただき、作業がはやく終われます様に声かけしていきたいと思います。

＜廃品回収のお知らせ＞ 
 日 時： ９月７日（土） 午前８時から （小学校ＰＴＡ） 
     １０月５日（土） 午前８時から （氷丘南幼稚園、小学校合同） 
 場 所：ゴミステーション 
 回収物：それぞれ配布したチラシに記載されたもの 
 ９月２日の立ち当番は次の方でした。 
    間形交差点北側・・・・・Ｃ棟１１０３号 片山さん 
    平野踏切・・・・・・・・Ｄ棟 ５０８号 三木さん 
 Ｄ棟→Ｃ棟→Ａ棟→Ｂ棟→Ｇ棟→Ｆ棟→Ｅ棟の順で回ります。

 
 楽しかった夏休みも終わり、子どもたちにはたくさんの想い出が残ったこと

と思いますが、夏の疲れが残っていませんか？ 
 ２学期に入って勉強や運動会の準備など忙しくなりますが、体調には十分に

気を付けましょう。                   －広報委員会― 

 
①こわ～いけど道をゆずってくれるヘビは、何ヘビでしょう？ 
       
②鉄には赤サビがつくけど魚につくサビなーに？ 
      ※ヒント さしみにかかせないものです 

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学 
 
 

普通、ゆで卵を作るには、グラグラ煮立ったお湯に入れて、半熟卵なら５分、

固ゆでなら１０分ほど火にかけます。ところが、殻を割ると白身はトロッとし

ているのに、黄身だけが固まっているという不思議なゆで方を作ることができ

ます。白身の固まる温度は７０度、黄身の方は約６０度です。ですから、グラ

グラの熱湯では外側から順に固まってしまいますが、６５度のお湯の中へ長く

つけておけば、白身はドロッとしたままで、黄身だけが固いゆで卵が出来ると

いうわけです。 
ラジウム卵とか温泉卵とかいって売られているものは、タネを明かせばこん

なに簡単な原理で作られているのです。 

 
  楽しかった長い夏休みも終わり、２学期がスタートしましたね！団員の皆 

さんも元気に学校へ通い９月の運動会にむけて毎日練習されていることと思  
います。学校の運動会が終われば次は全員集合会です。少年団では、全員集 
合会に向けて活動を始めています。 

各競技の参加申し込みをしていただいた皆様、ありがとうございました。 
楽しい１日をお過ごしくださいね。 

 
 
 
日時  １０月２７日（日） 午前８時３０分から 

             ＜雨天時は １１月３日（日）＞ 
     場所  氷丘南小学校運動場 

 

２００２年（平成１４年）   ９月  ９日 

 
★ 先日、Ｃ棟に設置している二段式自転車置き場の上の段に、私の自転車が

４桁の鍵でつながれ乗るにも乗れなくなりました。次の朝どうしても乗ら

ないといけないため、ある方に切っていただいたのですが、大変時間もか

かり申し訳なかったです。誰が、人（他人）の自転車にそんなことするの

でしょう？ 腹立たしくてなりません。 
土曜日の夜、気が付き日曜日も乗れないし管理人にも言えなく大変困り

ました。                          無記名 
★ 知っ得雑学の“タマネギは冷蔵庫に入れると涙がでない”を試したところ

効果がありました。教えていただいてありがとうございました。 

D 棟居住者 

★ いつも 皆様のご努力に対しまして敬意を表します。           

１．早速ではございますが、第６駐車場の舗装をお願いしたいのですが。と申

しますのも、他の駐車場に比べるとかなり悪路になっています。雨の日は

水たまりだらけ、晴天の日でも つまづきそうで大変危険な状態です。改

善をご検討ください。 
 本要望を添えて駐車場地主へ改善要求を提出したいと思います。 

２．有料駐車場ができて、気を遣わずに来客の時に使用することができ大変便

利になったと思っております。また マンション内の違反駐車も激減して

いるように思われます。ありがとうございます。 
できれば夜間１１時以降の駐車に関して昼間と同じ１時間１００円に

変更できませんでしょうか。そうすることにより、もっともっと便利にな

ると思います。夜間のチェーンゲートの開閉も私どもは責任をもってやっ

ております。よろしくご検討ください。          Ｂ棟居住者 

 利用状況や皆さんのご意見を参考に、今後検討していきたいと思います。 

★ 質問状（ＬＡＮ回線に関するもの） 

１．各居住者のサーバ通過後のプロバイダは何処へ決めるのか？（未定であ

れば）また方向性としてはどこになるのか？ 

バックボーンの環境や料金等を踏まえ、プロバイダはＫＤＤＩの「Ｂ

フレッツビジネスタイプ」を契約しました。 

２．負担金等これ以上はないのか？（プロバイダに対して） 

  １住戸において２個以上のメールアドレスを希望されない限り、負担

金はありません。 

３．工事終了はいつか？ 運用開始はいつか？  

見切り発車にならないようにしてほしい。（運用開始後）トラブル等多

発。そのための対策はあるのか？            Ｃ棟居住者 

  運用開始時期は「修繕委員会からのお知らせ」をご覧ください。運用

開始当初のトラブルについては個人個人の利用環境の違いもあり、それ

なりに発生することが考えられます。トラブル発生時には利用者の方と

協力して解決していきたいと考えています。 
  
    
   

  
応募用紙 

９月の答え 
① 
② 

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：９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、「北海道」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。    

 

 
 

本年４月の町内会総会第３号議案に基づき「グリーンシティ町内会」は「グ

リーンシティ自治会」と改名し、「グリーンシティ管理組合組織」として統合し

ます。 
 現在、統合に必要な管理規約の改正案および自治会運用細則案の作成を管理

組合と協力して進めています。 
 運営方法は大きく変わることはありませんが、従来の月当番（現町内会会則

には存在しない）を廃止し、棟長の人数を増加（全体で１８名程度）し、行政

との協力体制を強化したいと考えています。 
 また現在、町内会を運営する費用は町内会費（１,０００円／３ヶ月）として

徴収していますが、居住者の中には「子供が大きくなったから」、「町内会に入

る義務はない」などの理由で、町内会費を納めてくれない住戸が少なくありま

せん。 
しかしながらグリーンシティに住んでいてごみの回 

収を含め、広報"かこがわ"を各戸に配布してもらった 
り、行政からの「お知らせ」を掲示してもらったりな 
どのサービスを受けられるのは町内会があってこそな 
のです。 

そこで、町内会の運営・費用を居住者が公平に負担 
する方法を検討中です。 

 
二学期が始まりました。あちらこちらで元気に遊んでいた小学生。部活帰り

の中高生とよく出会えた夏休み。巡回中特に大きな事故・事件もなく、皆さん

は、暑さに負けず元気に夏を乗り切ってくれました。 
 さて、最近の非行の原因に関わる社会風潮の問題についてですが、「成人の約

５割が社会全般の規範意識（モラル）の低下」をあげており、未成年者では、

「夢や希望が持ちにくい社会」であるとあげています。また、子ども達の規範

意識も同様であり、そこから起こるさまざまな問題も少なくありません。最近、

中高生の間でもよく利用されている携帯電話の所持による、テレクラや出会い

系サイトの問題も増加しつつあるのが現状です。その背景には、保護者の規範

意識や家庭教育力の低下などがあげられます。 
  これを機会にご家庭でも、規範意識（モラル） 
についてちょっと振り返ってみてはいかがでしょうか！・・・ 


