
 

 
シリーズ 我が家で出来る防災訓練 第１回 

ここが危ない電気製品の落とし穴 
平成１４年４月東京都内の共同住宅において、電気ポットからはずした電源

コード部分(マグネット部分)に金属性のクリップが付いていたことに気付か

ず、ポットに繋いだためショートし、火災が発生しました。 
 マグネットを使用して電気器具(電気ポット等)に電気を供給するタイプのも

のは、本体との着脱が容易で皆様のご家庭やオフィスなどでも一般的に普及し

ています。ポットに水を入れる際など、本体からマグネット部分をはずしてか

ら使用する時は、周りにクリップなどの金属片等がないか、マグネット部分に

付着していないか十分注意して使用してください。 
  

   
 

コードのマグネット部分       電気ポットのマグネット部分 
 
何気なく使っているけど電気コードの火災もあるのです 

家具などでコードを踏んでいたり、たばねていたためコードが発熱して火災

になったり、コンセントの周りにゴミがたまったり、ペットがコードをかじっ

てしまいショートして火災になることもあるのです。 
 
家庭で出来る防災訓練、家族みんなで話し合ってみましょう！ 

 

 
 
 

Ｃ棟１名、Ｅ棟２名（計３名）の代表理事任期満了に伴い、９月２１日        
（土）集会所ホールにおいて、公開抽選会で当選された方々の話し合いに        
より“第１８期 新理事候補”が決定しましたのでお知らせいたします。 

 
理理理事事事候候候補補補（（（赤赤赤字字字：：：新新新理理理事事事候候候補補補）））   

ＡＧ棟（１名）継続 ○○ ○○ 氏（２期２年目） 
Ｂ棟 （３名）継続 ○○ ○○ 氏（２期１年目）                      

継続 ○○ ○○ 氏（１期２年目）           
継続 ○○ ○○ 氏（１期２年目）           

Ｃ棟 （１名）（正） ○○ ○○ 氏                  
（補） ○○ ○○ 氏             

Ｄ棟 （３名）継続 ○○ ○○ 氏（２期１年目）  
継続 ○○ ○○ 氏（１期２年目） 
継続 ○○ ○○ 氏（１期２年目） 

Ｅ棟  （３名）継続 ○○ ○○ 氏（２期２年目） 
（正） ○○ ○○ 氏 
（補） ○○ ○○ 氏 
（正） ○○ ○○ 氏 
（補） ○○ ○○ 氏 

Ｆ棟  （１名）継続 ○○ ○○ 氏（１期２年目） 
 
 
 
 

Ｂ棟   継続  ○○ ○○ 氏（２期２年目） 
Ｂ棟   継続  ○○ ○○ 氏（２期２年目） 
Ｆ棟   継続  ○○ ○○ 氏（１期２年目）                   

２００２年（平成１４年）   １０月  １４日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１０月の予定 
１４（月） 燃えるごみ収集日 体育の日 
１５（火）   
１６（水） びん収集日  
１７（木） 燃えるごみ収集日  
１８（金）   
１９（土）  理事会 
２０（日）  情報サービス運用開始 
２１（月） 燃えるごみ収集日  
２２（火）   
２３（水） ペットボトル紙衣類収集日  
２４（木） 燃えるごみ収集日  
２５（金）   
２６（土）   
２７（日）  全員集合会 
２８（月） 燃えるごみ収集日  
２９（火）   
３０（水）  町内会役員会 
３１（木） 燃えるごみ収集日  

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

 
１０月２０日にいよいよマンション運営情報及び緊急情報伝達システムの運

用を開始します。居住者の皆様には、前日までにＩＤとメールアドレス、及び
設定接続の資料を配布します。ご活用ください。 

 

 
グリーンだより８月号に掲載しました代替車一時駐車許可証のフォームが決

まりました。事務手続き費用１，０００円で管理事務所から発行していますの
で必要なかたは、手続きしてください。 
 

 
９月１３日警視庁が「ピッキング」ではない新しい開錠方法「カム送り開錠

（バイパス開錠）」で簡単にカギを開けることができると発表し、新聞などの各
メディアで報道されました。 

警視庁は、「現時点で当該手口による被害事実は把握していないが、侵入窃盗
等を未然に防止するためにも対策が必要である。」とコメントしています。 

なお、本件に関してはあくまでも個人の責任において対策するべきものであ
り、管理組合で何らかの手を打つことは考えておりませんが、ご要望があれば
部品の共同購入等を検討したいと思います。 

※「カム送り開錠」とはシリンダのカバーとドアの間に隙間を作り、ここか
ら特殊な道具を直接錠の内部に差し込み、「カム」と呼ばれる部品を回転させて
開錠する手口です。 

ピッキングと違い、鍵穴を通さないため痕跡が残りにくく被害の把握が難し
いことが特徴で、「バイパス開錠」とも呼ばれています。 

 
なお、対策方法の詳細は以下のホームページを参照ください。 
警視庁       http://www.npa.go.jp/seiankis7/jyomae.htm 
美和ロック株式会社 http://www.miwa-lock.jp 
株式会社ゴール   http://www.goal-lock.com 
株式会社ショウワ  http://www.showa-ltd.co.jp 
合資会社堀商店   http://www.hori-locks.co.jp 

平成１４年 １０月  第１３３号 
発行所：加古川グリーンシティ管理組合 

管理組合広報委員会 
グリーンシティ町内会 

管理事務所 ２５－６８５２ 
ホームページ http://www4.ocn.ne.jp/̃kgc/ 
メールアドレス green@theia.ocn.ne.jp 
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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） 



 
 
     ９月２２日（日）の氷丘南小学校運動会は、天候にも恵ま 

れ、子ども達の元気な声援や活躍で楽しい一日でした。保護
者のみなさまには、綱引きに多数ご参加いただきありがとう
ございました。 

また、町内会の皆様、役員の方々には、テント張り等準備
に早朝よりご協力いただき、ありがとうございました。この
場を借りてお礼申し上げます。来る１０月２７日（日）の全
員集合会も多数の参加者で、楽しい一日を過ごしたいです
ね。 

小学校周辺の工事について 
小学校近辺のあちこちで道路工事が行われています。学校 

へ何の報告もなく、工事に入る箇所もあり、通学路が危険箇
所になり得る可能性が十分あります。子ども達には、気を付
けて登下校するように、各家庭で注意してあげてください。 

１０月５日（土）の廃品回収のご協力ありがとうございま
した。 

 
１０月１日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棟の順で回ります。 

 

 
居住者のみなさんは気がついていますか？ 
グリーンシティの敷地に植えてある金木犀の花が、秋の香り 

を漂わせています。敷地の中にはいろいろな草花が植えてあり 
ます。一度、チェックしてみてはいかがですか？ 

①どくへびかもしれないのに毎朝使う物なーに？ 
 
②返事が出来なくなる病気なーに？ 

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学 
 

 
残ったスパゲティーの保存方法は、結構やっかいなものです。スーパーなど

で保存容器が売られていますが、それよりも身近なもので保存容器ができるの
です。それは、ペットボトルを使います。飲み終わったペットボトルをよく洗
い、乾いたらスパゲティーを入れて保存します。ペットボトルの選択で重要な
のは、口の内径が２ｃｍ～２.１ｃｍのものを選ぶことです。ウーロン茶の２リ
ットルのペットボトルがちょうどよいのですが、製造会社によって微妙に違う
ので、ご自分で確かめて下さい。なぜ口が重要かというと、１回に出る量がだ
いたい１００ｇになるからです。これだと、毎回量らなくても、出す回数で「ｇ」
が分かります。保存が出来て、簡単に「ｇ」が分かり、リサイクルになる一石
三鳥の優れものです。 

 
 
           
 朝晩涼しくなり、食欲の秋、スポーツの秋とたいへん過ごしやすい季節にな

ってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 
 お待ちかねの全員集合会を以下のとおり開催いたします。競技に参加される

皆様は、『ケガ』に気をつけて元気よく楽しい一日をお過ごしください。 
また参加されない方も、ぜひ応援にいらしてくださいね。 

 
   日時  １０月２７日（日） 午前８時３０分～ 
            【雨天時 １１月３日（日）】 
 
   場所  氷丘南小学校運動場 
    
   受付  ８時１５分より開始 

        ≪おねがい≫ 
 小学校への自動車の乗り入れはできませんので 

徒歩、または自転車でお越しください。 

２００２年（平成１４年）   １０月  １４日 

 
  
 

１０月２０日のマンション運営情報及び緊急情報伝達システム運用 
開始にあたって、当日（１０月２０日）に説明会を行います。初心者はも 

ちろんベテランの方も気軽に参加してください。また本システム接続にあたり

パソコン設定のお手伝いをしていただける方を募集しています。 
 

よい名前があれば管理事務所のポストまで投函してください。 
よろしくお願いいたします。 

例）・マンションＭＥＷＳ（ミューズ） 
            （Management & Emergency Warning System） 

・グリーンＮＥＴ（グリーンネット） 
・マンションネット  など 

  
    
   

  
応募用紙 

１０月の答え 
① 
② 

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：10 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どくヘビ   ②わさび でした。 
正解者２０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。    

 
  
★ 以前に敷地内をサーキットのように走り回る子どもがいるという事があり

ましたが、サーキットのように走る大人たちも多いような気がします。 
駐車しようとしていても猛スピードで近づき、切り返しで前に出るかもしれ

ないという想定とかしないのでしょうかね。少しぐらい待ちましょうよ、待

っても数秒でしょう。人の横を通る時もそういう人は絶対にとばしますよね。

大人って子どもの手本にならないといけないのではないでしょうか。 
Ｂ棟居住者 

  駐車場内はもとより、敷地内ではいつどこから人が飛び出してくるかわか

りません。節度のある運転をお願いします。         管理組合 

★ グリーンだより８月号に載っていました駐車場に代わりの車をとめること

を許可するのはいつごろになるのでしょうか。訪問者の折に利用しようと期

待しているのですがもう２ヶ月近くになるのに、後の通知がありません。早

く開始してください。                   Ｂ棟居住者 
  管理組合からのお知らせ欄を参照ください。        管理組合 
★ マンションのＬＡＮ設備がもうすぐ運用開始すると先月号に載っていまし

た。我が家では主人もあまりパソコンに詳しくなく、まして私は機械音痴で

す。いまインターネットをやっていますが、新しい設備になるとどう設定し

ていいのかわかりません。このへんの説明はやっていただけるのでしょうか? 
Ｄ棟居住者 

  広報委員会からのお知らせでも書きましたが、１０月２０日（日）とあと

もう１日（日程は未定）業者に説明会を行ってもらう予定です。説明会に参

加していただければ、設定方法や使い方もわかりますので是非参加してくだ

さい。                          管理組合 
★ まだ、まだ、だけど全員集合会たのしみです。       Ｅ棟居住者 
★ このコーナーは記名のある意見、投書を優先しています。記事の中に名前

は出しませんが、記名が無いと返答できないばかりか、記事として取り上げ

ない場合がありますので、ご記名のほどよろしくお願いします。 

  
○棟 ○○○○  ○○ 氏    ○棟 ○○○○  ○○ 氏 

  ○棟 ○○○○  ○○ 氏    ○棟  ○○○  ○○ 氏 

 
 
 加古川防犯協会において、各種犯罪や事故の防止を図るとともに安全で安心

な街づくりのため、警察と連携して「全国地域安全運動」が実施されています。

運動の期間：平成１４年１０月１１日（金）～１０月２０日（日）まで 
◎ひったくりの防止 

  ・自転車の前カゴに、カバンを入れるときはかごの底に置き、防犯カバー

等で「ふた」をしましょう。 
・貴重品は、カバンに入れず身に着けましょう。 
・カバン等は車道の反対側に持って歩きましょう。 
・夜道は、明るい人通りの多いところを歩きましょう。 

  ・後ろから近づいてくる自動車やバイク、人などに用心しましょう。 
◎乗り物盗の防止 

  ・車を離れるときは、キーを抜きドアロックをしましょう。 
・車内にはカバンや貴重品を置かないようにしましょう。 
・二輪車にはツーロックをしましょう。 
・防犯登録をしましょう。 

 １０月３日（木）行政懇談会終了後、行政より『加古川線高架工事』を予定

より早め、今秋（１１月）から着工するとの一方的な工事説明会がありました。

グリーンシティは対象地域ではないので地域工事説明会はありません。 
 
  

ペットボトルを出すときは、つぶして回収カゴの高さを超えない 
ようにして出しましょう。満杯のときは別のカゴへ入れてください。 


