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管理組合管理規約第４３条第３項により、第１７期管理組合通常総会を下記 

の要領にて開催いたします。ご多忙中とは思いますが、お繰り合せの上、ご出 

席くださるようお願い申し上げます。 

出欠票、委任状の締め切りは、１１月１８日（月）迄です。お間違えのない 

ようにお願い致します。 

 

－記－ 

 

開催日時：平成１４年１１月２３日（土） 午後７時から 

開催場所：加古川市加古川町平野２４番地の１ 

     加古川グリーンシティ集会所ホール 

 

＜議題＞ 

決議事項 第１号議案 第１７期管理組合事業報告 

決議事項 第２号議案 第１７期決算報告(監査報告) 

決議事項 第３号議案 第１８期新役員承認について 

決議事項 第４号議案 第１８期事業計画案 

     １．「マンション運営情報及び緊急情報伝達システム使用細則」 

制定について 

     ２．「グリーンシティ自治会運営細則」制定について 

     ３．管理規約修正について 

決議事項 第５号議案 その他事業計画案 

決議事項 第６号議案 第１８期収支予算案 

その他 

※ 総会出席の方は１０月１７日に配布済みの「マンション運営情報及び緊急 

情報伝達システム使用細則」案を持参ください。 

 
 

マンション運営情報及び緊急情報伝達システムの愛称が「グリーンネット」

に決まりました。多数のご応募ありがとうございました。 
採用の方には来客駐車場の駐車券１，０００円分を贈呈しました。 

広報委員会では、今後「グリーンネット」の運営にあたり、運営委員を募集

しています。システム設定や、質問の回答などの仕事です。ぜひご協力をお願

いいたします。 
 

先日のパソコン設定、接続説明会に多数ご参加いただきありがとうございまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当当当日日日よよよくくく出出出たたた質質質問問問ののの一一一部部部ををを紹紹紹介介介   

Ｑ．このシステムを利用するための月額個人負担金は必要ですか？ 

Ａ．必要ありません。 

Ｑ．パソコン操作や設定で質問したい場合、どこへ質問すればよい 

のですか？ 

Ａ．インターネットヘルプデスクを準備しています。必要な方は個 

別契約を３１０円／月で結んでください。なお、契約は管理事 

務所へ申し込んでください。  

２００２年（平成１４年）  １１月  １１日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１１月の予定 
１１（月） 燃えるごみ収集日  
１２（火）   
１３（水） 燃えないごみ収集日  
１４（木） 燃えるごみ収集日  
１５（金） 粗大ごみ収集日  
１６（土）  理事会 
１７（日）   
１８（月） 燃えるごみ収集日  
１９（火）   
２０（水） びん収集日  
２１（木） 燃えるごみ収集日  
２２（金）   
２３（土）  勤労感謝の日 第１７期通常総会

２４（日）   
２５（月） 燃えるごみ収集日  
２６（火）   
２７（水） ペットボトル紙衣類収集日  
２８（木） 燃えるごみ収集日  
２９（金）  町内会役員会 
３０（土）  管理組合役員会 

１２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）  環境整備委員会 
 ８（日）   

加加加古古古川川川   
ｸｸｸﾞ゙゙ﾘﾘﾘｰーーﾝﾝﾝｼｼｼﾃﾃﾃｨｨｨ   

   
   
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） 

 

 
 

 
大規模な災害が発生した場合、一般加入者電話や携帯電話は非常にかかりに

くくなってしまいます。このような場合に備えて、グリーンシティでは「緊急
情報伝達システム」を現在立ち上げ中であることはご存知のとおりです。 

しかし、情報端末をすぐ利用できないような場合に家族や知人と連絡をとり
たいときは、以下のような方法もありますので覚えておかれると良いでしょう。 
◎伝言を録音する人 

１．「１７１」をダイヤルする 
２．利用ガイダンスに従って伝言を録音する 

◎伝言を聞く人 
１．「１７１」をダイヤルする 
２．利用ガイダンスに従って伝言を再生する 

（注）災害用伝言ダイヤルは、大規模な災害が発生した場合にのみ提供されま

す。その際はテレビやラジオなどでお知らせがあります。 

 



 
 秋も深まり、日毎に寒さがきびしくなってきましたが、みなさん暖かい部屋

の中に閉じこもりがちになっていませんか？ 
 こんな時こそ元気に体を動かして気持ちのよい汗をかいてみてはどうでしょ

うか。 

①頭のいい楽器ってな～に？  
②床の上にはソファがあります。ではソファの下には何があるかな？ 

 
 １０月２７日に開催されました全員集合会は、朝から冷たい木枯らし一号が 
吹く中での１日となりましたが、皆様のご協力のもと無事に全プログラムを実
行することができました。結果グリーンシティ（白組）は負けてしまいました
が、地区対抗リレーでは予選１位で決勝に進出！！なんと決勝でも間形町内会
には及ばなかったものの準優勝という輝かしい成績をおさめました。 

本当に寒い中にもかかわらず最後まで頑張って出場した子どもたち、参加者
の皆様、そして応援に来てくださった方々、ほんとうにありがとうございました。 
 また、早朝から夕方まで準備や片付けをしていただいた方々にもこの場を借
りてお礼申し上げます。来年もたくさんの参加をお願いいたします。 

  

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学
 

 
羽毛ふとんは、温かくてしかも軽いので、冬の寝具には最適です。しかし、

一口に羽毛ふとんとはいってもさまざまあるので、購入する際には注意して下
さい。普通、「羽毛ふとん」と呼ばれるものは鳥の羽が５０％以上含まれてい
るダウンを指しています。それ以下のものは「羽根ぶとん」という表示になっ
ているはずです。 

いずれにしても、木綿わたのふとんと違って、直射日光にさらして干すのは
厳禁です。羽根の中に含まれているたんぱく質が、太陽の熱によって悪化して
しまうからです。ですから、あくまでも陰干しを心がけることが大事です。部
屋の中に広げて、水分を発散させるくらいで十分です。そして、たたくのも厳
禁です。羽根が折れて細かいかけらがふとんから出てくるだけでなく、保温効
果も減少するからです。 

収納場所は、やはり湿気の少ない場所が最適です。生物の羽根だけに、カビ
が生じやすく、また、虫がわきやすいので、使わない季節は防虫剤を入れてし
まっておきましょう。  

 

全国で「セイコーシェーバー用充電器」が原因となる火災が連続して発生し
ています。電気シェーバーを充電中に充電器の一部から発煙・発火するもので、
付近に可燃物がある場合、火災に至る危険があります。販売元であるセイコー
エスヤード（株）では、この充電器について、平成１２年６月にリコールの手
続きを行い、新聞・雑誌等に社告を掲載するなど製品の回収に努めていますが
回収対象約１３万３千台のうち、いまだ約２万台が未回収となっています。 
 この充電器の発煙・発火事故は、同社によれば、火災に至らなかったものを
含めて、平成１４年８月２２日現在、全国で３８０件、今後も発生する可能性
があります。発煙・発火の発見が遅れた場合は大きな事故につながる危険性が
ありますので、今使用されている電気シェーバーをもう一度確認する必要があ
ります。 

発煙・発火危険性のある充電器（充電器の底面でご確認ください） 

充電器番号 製造番号 

「ＥＳ１９１０」用充電器ＲＣ０１ 

「ＥＳ１８１５」用充電器ＲＣ０１ 

「ＥＳ１８１０」用充電器ＲＣ０１ 

９Ｄ、０１ 

０２、０３ 

０４ 

「ＥＳ１３９５」用充電器ＲＣ４１ ０１、０２、０３、０４ 

【連絡先】／ セイコーエスヤード（株） 

フリーダイヤル ０１２０－１２０－６４３ 

各家庭で一度確認してみてください。 

 
 

＜平成１５年度 新３年生、新２年生の保護者の皆様へ＞ 
 来年度の本部、少年団、ＰＴＡ役員選出の日程が決まりました。 

万障お繰り合わせの上、ご出席ください。 
 
   日 時：平成１４年１２月５日（木） 午後７時３０分～ 
   場 所：加古川グリーンシティ 管理事務所２階 
   対象者：新３年、新２年のＰＴＡ会員様 

 
＜ＪＲ加古川線の高架工事に伴なう通学路について＞ 

ＪＲ加古川線の高架工事が１１月より開始されます。工事の予定も明らかで

ないため、通学路を変更するか否か検討するにも至っていません。 
現在グリーンシティの子どもたちは、加古川線の踏切を１ヶ所通過して登下

校しています。『非常に狭い踏切で、危険な様子は今までにも十分承知の上です

が、工事開始となるとますます危険性が増加します。』 
登下校に関して各家庭で注意をしてあげてください。 

 
  １１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。 

２００２年（平成１４年）   １１月  １１日 

  
    
   

  
応募用紙 

１１月の答え 
① 
② 

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日：11 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 ①歯ブラシ（ハブらしい） ②扁桃腺（返答せん）
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。  

 
★私は独身のサラリーマンですが、今月配管清掃ということで平日は在宅でき

ないので業者に土曜日に変更のお願いをしたところ断られ、仕方なく会社に
半日有給休暇をとって上司に一言いやみを言われることとなりました。 

 私のような人がこのマンションにおられると思いますが、土曜日等に変更で
きるように考えていただけないでしょうか。         Ｂ棟居住者 
 業者とは一括契約のため、基本的には個別の日程変更は元々できません。
日程変更を受けてくれた場合、それは業者の好意で行ってくれているもので
す。年に１度の雑排水管清掃です、協力をお願いします。    管理組合 

★先月だったか、第６駐車場を舗装してほしいという意見がのっていましたが
私もお願いしたいです。うちには小さい子どもが２人いますが、２人とも車
にたどりつくまでに何度かこけてけがをしました。どうか、でこぼこだけは
なくせないものでしょうか？ また、もう少し駐車場内を明るくすることは
できないでしょうか？ 防犯のためにも．．。         Ｂ棟居住者 
 第１駐車場以外は一括借受契約の敷地外駐車場のため、地主の方に駐車場
整備を依頼しております。もう少し時間がかかるかもしれません。管理組合 

★Ｂ棟駐輪場（Ｂ棟ファイヤーレーン側）について 
 階段の周辺に乱雑に置かれているのが気になります。ごみを出す日等、通る

のに苦労します。他の棟は整頓されている様に思われますが。 Ｂ棟居住者 
★玄関のスロープ前、および途中に自転車を置かないでください。通れません。 

Ｆ棟居住者 
 最近違反駐車は無くなりましたが、自転車は相変わらず乱雑に放置されて
います。何か罰則がないとルールを守れないのでしょうか？   管理組合 

★ピッキング以外に「カム送り開錠」があると知り、十分気をつけなければい
けないなぁと思いました。                 Ｄ棟居住者 

★マンション運営情報及び緊急情報伝達システムをさっそく利用してみました
が、思っていた以上にわかりやすく感心しています。これから新しいかたち
でのふれあいが広がることを期待しています。        Ｂ棟居住者 

 
  ○棟  ○○○号 ○○さん    ○棟  ○○○○号 ○○さん 

 

 
１０月２５日（金）氷丘公民館において、連合町内 

会長会が開催されました。この会議の中で、「行政から 
の全員集合会に対する補助金が打ち切りになったので 
各町内からお祝い金で援助する」ことが決まりました。 
グリーンシティ町内会もお祝金として１０，０００円 
援助しました。 

    また、この席上で加古川市からの「行政協力金」 
と兵庫県からの平成１４年度上期「県民だより配布 
手数料」を支給されました。 

 
    １２月２１日（土）に実施する「ふれあいもちつき 

大会」のポスターを募集します。四つ切画用紙に以下 
の文字を入れ、裏に棟号と氏名を記入して 
１１月３０日（土）までに管理事務所に提出 
してください。年齢は問いませんどしどし 
応募してください。 

 
 

タイトル：ふれあいもちつき大会
  日  時：１２月２１日（土）午前１１時から 
  場  所：Ｃ・Ｄ棟間 


