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去る１１月２３日（土）午後７時から集会所ホールに於いて、加古川グリーン 

シティ管理組合第１７期通常総会が出席者２４名、委任状４３９名、計４６３名 
の組合員参加のもと開催され、すべての提案議題が出席された組合員全員の賛成 
により承認・可決されました。第３号議案の承認・可決に伴い第１８期新理事が 
以下のように決まりました。 

第１８期新理事 
新規理事         ○棟 ○○○号室 ○○ ○○ 氏 
             ○棟○○○○号室 ○○ ○○ 氏 
             ○棟 ○○○号室 ○○ ○○ 氏 
             ○棟○○○○号室 ○○ ○○ 氏 
２期目継続理事（３年目） ○棟 ○○○号室 ○○ ○○ 氏 
             ○棟 ○○○号室 ○○ ○○ 氏 
 
  

なお、第４号議案は管理規約に関わることでもあり、かつ「自治会運営細則」は 
組合員全員にかかる費用負担に関する議題でもあったため、特別決議（組合員総数 
及び議決権総数の４分の３以上の賛成）として承認・可決され、「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」が１０月２０日、「グリーンシティ自治  
会運営細則」及び「管理規約修正」が１０月１日に遡って施行されました。    
すでに配布済みの各細則及び管理規約修正比較表は、大切に保管しておくようお願 
いいたします。 

２００２年（平成１４年）  １２月   ９日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１２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）  町内会総会  
１５（日）   
１６（月） 燃えるごみ収集日  
１７（火）   
１８（水） びん収集日  
１９（木） 燃えるごみ収集日  
２０（金）   
２１（土）  理事会 ふれあいもちつき大会 
２２（日）   
２３（月） 燃えるごみ収集日 天皇誕生日 
２４（火）  自治会夜回り 
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）  自治会役員会   ↓    
２８（土）  自治会夜回り 
２９（日） 燃えるごみ収集日 管理事務所休み 
３０（月）           ↓    
３１（火）  管理事務所休み 

１月の予定 
 １（水）  元旦    管理事務所休み 
 ２（木）     ↓    
 ３（金）     ↓    
 ４（土）     ↓    
 ５（日）  広報委員会 管理事務所休み 
 ６（月） 燃えるごみ収集日  
 ７（火）   
 ８（水）   
 ９（木） 燃えるごみ収集日  
１０（金） かん収集日  
１１（土）  環境整備委員会 
１２（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） 

また、総会終了後引き続いて第１８期管理組合第１回理事会が開催さ

れ、以下のように新役員が決定しました。 
 
 

 
第１８期理事会役員 

理事長           ○○ ○○ 氏 
修繕委員長（副理事長）   ○○ ○○ 氏 
広報委員長（副理事長）   ○○ ○○ 氏 
自治会担当理事（副理事長） ○○ ○○ 氏 
会計            ○○ ○○ 氏 
書記            ○○ ○○ 氏 
修繕副委員長        ○○ ○○ 氏 
広報副委員長        ○○ ○○ 氏 
自治会副担当理事      ○○ ○○ 氏 

 
 
 
 

管理組合理事会は、我々が居住するグリーンシティを少しでも住みやすく

し、快適な住生活を送れるよう日々努力をしていきたいと考えております。 

組合員（居住者）の皆さんも一人ひとりがグリーンシティの将来に対して

責任と義務を持っているということを再認識していただき、積極的な協力と

 
 グリーンネットが開通して１ヶ月以上たちましたが、皆さん利用しています
か？ 広報委員会では、グリーンシティの居住者のみなさんが気軽に利用でき
るような運営を検討しています。  
 例えば、ふれあい広場を利用して、趣味のサークル（いけばな教室、料理教
室、囲碁、将棋など）を作ったり、またスポーツでは野球、サッカー、テニス 
など居住者に呼びかけて同好会を作ったりしてみてはどうでしょう。 
 老人の広場では、盆栽やゲートボール、子どもの広場では、学校やクラスの
情報、ゲーム攻略法などにも利用してよいと思います。 
 このように居住者のみなさんが、気軽にいつも利用してこそグリーンネット 
の本来の目的である「緊急情報の伝達」という意味が出てくるのです。いくら
緊急情報をながしても、居住者のみなさんが見るのが遅れたり見なかったりで
は、「緊急情報」の意味が無くなります。 
 みなさんが、利用してこそはじめてグリーンネットがすばらしい情報伝達シ
ステムになるのです。 

既存マンションでは、めずらしいＬＡＮ設備です。みなさん！！有効に利用
しましょう。 

 
 

 
委員長  ○○ ○○ 

        副委員長 ○○ ○○ 
○○ ○○ 
○○ ○○ 
○○ ○○ 
○○ ○○  

 
 

 
委員長  ○○ ○○ 
副委員長 ○○ ○○ 
     ○○ ○○ 
     ○○ ○○ 
     ○○ ○○ 
     ○○ ○○ 

 



①憎しみが消える食べ物はなーに？  
②扇子持ち込みが禁止の乗り物ってなんでしょう？ 

 
寒くなりましたが、みなさん風邪などの予防策は大丈夫ですか。今年も振り

返れば痴漢・変質者による被害発生。また暖かな日には自転車による子ども達
だけでの遠くまでの外出もよく見られ、「危ないから」と声掛けをしてもなかな
か聞き入れてくれるでもなく、自転車の二人乗りはよく目につきました。 

巡回活動中は多くの子ども達と出会い、また地域の皆さんとお話をさせてい
ただく中で地域の様子なども伺うことができ、たくさんの方々との『ふれあい』
を感じた一年でした。今年の氷丘南地区の危険箇所の調査結果を報告します。 
①交通 
★危険箇所 平野・神野線（国道２号線平野交差点 ～ ＪＲ高架工事場所）   
★状況   高架工事に伴い、車両の通行が激増。その中を横断歩道以外での

横断が多く危険である。 
★要望事項 その区間に信号機の増設  ★依頼先  加古川署 
★処置   道路管理担当者で検討 
②非行 
★危険箇所と状況 
１．東溝之口児童公園、公民館（加古川町溝之口４４） 
    盗難自転車や単車の放置多数、不純異性交遊（高校生）、落書き、器物破損 
２．サンライズビル地下・・・土・日・休日等の午後から少年達の溜まり場 
３．ゲームセンター（サイバー）及びその周辺・・・中高生の溜まり場 
４．千代の湯から間形周辺・・・ 痴漢・変質者出没 
５．グリーンシティＡ～Ｇ棟、エンブレイス加古川、リベール加古川ＷＥＳＴ

一番館・二番館・・・集合ポストに風俗関係のピンクチラシが再三入る 
６．加古川駅前 噴水広場 
    土・日・休日等の午後から少年達の溜まり場、喫煙やゴミが散乱 
７．コンビニエンスストア（セブンイレブン駅前店・市役所前店、ローソン駅

前店・平野店、サンクス平野店、セイコーマート松本（河原））・・・夜間、
小・中・高生による万引きなど 

８．カラオケ（ユートロン）・・・中・高生の喫煙など 
★要望事項  １～ ８・・・パトロール強化  ４・・・・学校の指導強化    
★依頼先  加古川署 
★処置      加古川駅前交番がパトロール強化 
『地域の子どもは、地域で守る』を合い言葉に、家庭・学校・地域ぐるみで
子ども達を守りましょう！ 

 
吹く風も冷たくなりだんだんと寒さが厳しくなる今日この頃ですが、皆様い

かがお過ごしでしょうか。 
少年団では、これから以下の催しを予定していますので、皆さん奮ってご参

加ください。 
＜運動部より＞ 

 １月１１日（土）午前１０時３０分～ 集会所ホールにて、運動部のお楽し
み会をします。皆さんたくさん参加してくださいね。 
             ＜お楽しみ会＞ 

１月２５日（土）午前１０時～ お楽しみ会を開催する予定です。楽しい催
し物を色々考えていますので団員の皆さん、ぜひ参加してくださいね 
 詳しくは、後日配布予定のお知らせをご覧ください。

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学 
 
 

なんでもかんでも冷蔵庫に保存していませんか？しかし、冷蔵保存しない方

がいいものもあります。マヨネーズもその中の１つです。 
マヨネーズは、卵黄と塩と酢、植物油を加えて乳化して作っています。その

マヨネーズは、室温の１０～３０℃くらいの時の乳化状態が、一番安定してい

ます。それ以上でもそれ以下でも不安定になって分離しやすくなります。分離

すると、油、酢、卵が別々になり、油は酸化して、酢の殺菌力は全体に広がら

ず、いたみが早くなります。 
そんな訳で、マヨネーズは直射日光の当たらない室内に保存するのが一番で

す。夏場になって冷蔵庫に入れるときも、一番下の段に袋に入れて保存するな

どして、あまり冷やしすぎないようにしてください。

皆さん、グリーンネットの使い心地はいかがですか？グリーンシティの広報

活動は、当面このグリーンだよりと二本立で行います。どちらもかわいがって

大いに利用してください。                －広報委員会－ 

 
○棟 ○○○号 ○○さん 

２００２年（平成１４年）   １２月   ９日 

  
    
   

  
応募用紙 

１２月の答え 
① 
② 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
      棟       号   氏名                            男・女         才 

★先月号の正解 ☆正解 ①リコーダー（利口だ） ②ミレド、ミ等 
正解者 ２１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。  

 
★予定表が見やすく、ごみ出しの日も細かく書いてくれているのでいつも助か

っています。クイズもとっても良いです。        －Ａ棟居住者― 
★タバコなどのポイ捨てが多く目立っています。タバコを吸う人には携帯灰皿

を持って欲しい。                   －Ｄ棟居住者― 
★トライやるウィークで管理事務所へ行ってた中学生です。問題楽しみにして

います。                       ―Ｃ棟居住者― 

★寒くなってきてストーブが活躍している今日この頃ですが、皆様は、やはり 

 灯油は買いに行かれるのでしょうか？ 去年まで配達をお願いしていたお店 

 が閉まってしまい不便を感じています。どこか配達していただけるお店があ

りましたら、ぜひ紹介してください。よろしくお願いします。 

                     －Ｅ棟居住者― 

 
 

平成１４年度町内会総会開催のご案内 
グリーンシティ町内会規約第９条による 
平成１４年度町内会総会を下記要領により開催 

いたします。会場準備の都合上出欠票・委任状の 
確認を取りたく存じますので、   
出欠票・委任状を来る１２月１２日(木曜日)迄に 
各棟ご意見箱にご提出していただきますようお願いいたします。 

－記－ 
    開催日時      平成１４年１２月１４日（土曜日）午後７時から        
    開催場所      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  平成１４年度町内会事業実施報告 
決議事項  第２号議案  平成１４年度収支決算報告（監査報告） 
決議事項  第３号議案  第１８期自治会役員承認について 
決議事項  第４号議案  第１８期自治会事業計画案 
決議事項  第５号議案  第１８期自治会収支予算案 
その他 

 
「ふれあいもちつき大会」を以下のとおり実施します。子ども達、お父さん 
お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなで参加してください。 

日  時： １２月２１日（土）午前１１時から 
  場  所： Ｃ・Ｄ棟間 

         
 

 グリーンシティ町内チャンピオンマップの更新 
   災害発生時にあなたの特技を生かしてください。協力者を再び募集いた

します。 
 あんしんカードの更新 

「グリーンシティあんしん情報登録制度」、登録された方が万一事故な
どにあわれたとき、あんしんカードを携帯しておくことにより指定され
た緊急連絡先に連絡し、ご家族の方やご親戚に連絡をするシステムです。 

 グリーンシティ「あいさつ運動」を再び 
   「あいさつ運動」は、誰でも自由参加であいさつをします。グリーンシ

ティをにぎやかなあいさつでいっぱいにしましょう。「ありがとう」の
一言は、何よりの栄養ドリンク。 

 グリーンシティ安全活動 
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行なう活動のことです。
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。 

 グリーンシティ安全活動「小さな親切実行章」 
思いがけなく親切を受けたことはありませんか？防災会では、親切を実
行してくださった人に心から感謝し敬意を表すため、「小さな親切」実
行章（シール）を贈呈します。実行章は誰でも推せんでき、誰もが受章
できます。日常のなかで、ともすれば埋もれがちな心あたたかな人々を
推薦してみませんか！ 

来年度も変わらぬ居住者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 
ＰＴＡ会員の皆様には、師走の慌しい中平成１５年度の新役員選出にご協力

いただきありがとうございました。 
子ども達も大きな行事が多い二学期を過ごして、たくさんの事を体験できた

ことでしょう。今年もあとわずかですが、引き続きＰＴＡ活動にご理解とご協

力をお願いいたします。 
 
１２月２日の立ち当番は次の方でした。 

平野踏切      ○棟 ○○○号室 ○○さん 
間形交差点北側   ○棟 ○○○号室 ○○さん 

Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。


