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また、左記以外にも居住者の方から要望の多い「非常時電力供給システム構 
 第１８期修繕委員会は、通常総会後引き続いて開かれた理事会で新体制が  築の検討」、ＩＨヒータ等の普及に対応できるよう「電力幹線容量不足解消のた 
決定し、以下の計画修繕事業を実施する予定です。             めの検討」等を継続調査していく予定です。当マンションも築１８年目になり、 

１．鋼製建具塗装   ２．その他鉄部塗装             共用部に劣化、不具合等が発生してくる時期です、居住者の方で何かお気付きの 
３．階段床防水    ４．屋内共用給水管調査診断         点があれば当委員会、または管理事務所までお知らせください。 
５．消火管漏水調査                        今期も昨年同様、修繕事業にご理解とご協力をお願いします。 

２００３年（平成１５年）  １月  １３日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

１月の予定 
１３（月） 燃えるごみ収集日 成人の日 
１４（火）   

１５（水） 燃えないごみ収集日  
１６（木） 燃えるごみ収集日  
１７（金）   
１８（土）  理事会 ペット登録更新日 
１９（日）  小学校ＰＴＡ廃品回収 
２０（月） 燃えるごみ収集日  
２１（火）   
２２（水） びん収集日  
２３（木） 燃えるごみ収集日  
２４（金） 粗大ごみ収集日  
２５（土）  修繕委員会 少年団おたのしみ会

２６（日）   
２７（月） 燃えるごみ収集日  
２８（火）   
２９（水） ペットボトル紙衣類収集日  
３０（木） 燃えるごみ収集日  
３１（金）  自治会役員会 

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

加加加古古古川川川   
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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） 

今年もまた厳しい一年となりそうですが「マンションにおける良好な住環境の確保」を目指し

昨年の第１７期管理組合通常総会で承認・可決された事業項目を遂行していきます。 
今期より管理組合は、グリーンシティ自治会（旧町内会）を組織に統合し、建物・設備というハ

ード面の管理と、近隣を含む居住者間のコミュニティの形成というソフト面を合わせ持つ組織に生

まれ変わりました。これを機会にもう一度自分達のマンション生活を見直してはいかがでしょうか。

皆さん十分にご存じだとは思いますが、マンション（集合住宅）は区分所有法では「区分所有者

が団体を構成し、マンションの敷地や共用部分を管理すること」を定めています。この団体は、通

常「管理組合」と呼ばれ区分所有者となった時から必然的にその構成員となり売却等をしない限り

脱退することはできません。マンションを管理していくのは、あなた自身であって管理業務の一部

を委託している管理会社ではありません。他人任せにはできないのです。 
現在、マンションでは多くの問題点を抱えています。たとえば、違反駐車問題、ペット問題、マ

ンション全体としてのＩＴ化等がありますが、これらを当グリーンシティでは、次々と解決してい

っています。これもひとえに皆様のご理解とご協力のおかげです。しかしながら、まだ一部には次

のような方々が居られるのも現実です。 
☆ 管理費、修繕積立金を払っていれば何もしなくても構わないと思っている人。 
☆ 総会への出欠票を提出しない人。 
☆ 理事会や自治会の役員の会合に全く出席しない人。 
☆ 消防設備点検や排水管清掃に協力しない人。 
☆ ベランダに不法にものを放置したり、鳩のフンを清掃しない人。 

快適なマンション生活を送るためには、居住者がお互いに管理規約や使用細則等の共同生活のルー

ルを守って生活する義務があります。また「自分たちの資産を良好に維持していこう」という意識を

持つことが必要です。 
 「住みよい暮らしやすい加古川グリーンシティ」を目指して努力していきますので、今後とも皆様

のご理解とご協力をよろしくお願いします。  

サムターン回しとは、玄関ドアにある「ポスト口」も

しくは「のぞき穴」等を壊し、針金もしくは手を差し入

れて（大胆な手口ですとドアに穴を開けて）サムターン 

（室内側の鍵を掛けるときに捻る部分）を回し、ドアを

開ける解錠手口です。  

 最近では「ピッキング防止対応」の高性能なシリンダ

ーや、「カム送り」を防止する器具を装着した家庭が増え

たので「ピッキング」や「カム送り」を行うことが難し

くなり、この解錠手口が増加傾向にあるそうです。 

サムターン回しの対策  
サムターン回しに対する防犯対策としては、外部から

サムターンに直接接触することができないようサムター

ンカバー等を取付けるのが有効です。 
 
      サムターンカバーの例 

 
新年明けましておめでとうございます。 
グリーンシティを取り巻く、ＪＲ加古川駅も含めた周辺環境は急激に変化し

つつあります。広報かこがわに掲載されている「平成１４年市制１０大ニュー
ス」のなかに興味深いものがありましたので紹介します。 
◎鉄道高架に伴う加古川陸橋（小門口陸橋）が落橋（６月） 

３３年間利用されてきたＪＲ加古川駅西側の加古川陸橋の撤去工事が始ま
りました。平成１５年５月には、ＪＲ山陽本線が高架に切り替えられ、スム
ーズな南北交通が実現します。ＪＲ加古川線も含めた鉄道高架事業の完了は
１７年春の予定。 

◎都心再生プラン策定（８月） 
都心（加古川駅周辺地区）の再生を目指したプランを策定しました。都心

に適切な都市機能の集積を図り、にぎわいの創出と新たな文化をはぐくむこ
とを目指し、５つの基本方針「回遊性のあるまちづくり」「安全・ゆとり・う
るおいのあるまちづくり」「にぎわいのあるまちづくり」「加古川の新たな顔
づくり」「ひとにやさしいまちづくり」とエリア別の整備方針を定めていま
す。  
これらに関してグリーンシティの住環境に対する影響は、どうなのかが気に

なる点です。 
・周辺道路の交通状況、高架側道への出入口の問題 
・通勤、通学の歩行者や自転車に対する安全な経路の確保 
・ＪＲ高架に伴う騒音、プライバシーの問題 
・敷地外駐車場の動向 

  
特に将来にわたっての駐車場の確保については、大きな問題です。当マンシ

ョンの場合、全駐車台数５４３台のうち、敷地内駐車場２２１台、残り３２２
台は敷地外契約駐車場です。地権者が駐車場土地の用途変更をした場合、新し
い駐車場の確保が急務となります。 
 加古川市の将来構想の進展を見守りつつ、グリーンシティとしての意見要望
も行政に対して出していければと思います。 

これらの問題は、一部の限られた委員だけでは解決できません。できるだけ
多くの居住者の方からご意見、ご提案をいただき、住み良い環境を考えていき
たいと思います。



 
      ○棟 ○○○号 ○○さん   ○棟 ○○○号 ○○さん 
      ○棟 ○○○号 ○○さん   ○棟 ○○○号 ○○さん 

 
 

新年明けましておめでとうございます。 
 地域の子どもたちを取り巻く環境は、恐喝・暴行・変質者、不審者からの被
害など、昨年も決してよいものではありませんでした。 
 そのような現状の中で、私たち補導委員が真剣に補導活動に取り組むことが
できましたのも『子ども達がいつでも安心して行動できる地域に』と願う思い
からと、皆様のご協力とご支援による賜と感謝いたしております。 
 本年も羊のように、暖かな地域づくりに貢献できるよう、２００３年がよい
年になり『地域の子ども達は地域で守る』を合い言葉に補導活動に取り組む所
存です。 
 本年もよろしくお願い申し上げます。 

 
 新年あけましておめでとうございます。 
 本年も役員一同、力を合わせて頑張っていきます。今年も少年団活動にご理

解とご協力を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。 
 

＜おたのしみ会のお知らせ＞ 
  日 時：１月２５日（土） 午前１０時から 
  場 所：集会所ホール 
  持ち物：ナップサックなどの袋、くつを入れる袋 
 
 今年はビンゴゲームをはじめ、盛りだくさんの催し物を用意しています。 
みんなで盛り上がり楽しいひとときを過ごしましょう！！ 
 

 
 兵庫県にインフルエンザ流行の警報が発令されています。うがい 
手洗いを励行してウィルスを退治しましょう。紅茶でうがいすると 
いいそうですよ。                    ―広報委員会― 

知知知っっっ得得得雑雑雑学学学 
【あっ！土鍋にひび割れ 大丈夫？】 

鍋料理の必需品といえば、美味い魚とやっぱり土鍋。 
土鍋は、保温性に優れ、熱が全体にむらなく伝わるのでとっても便利。 
しかし、土鍋の最大の欠点。それは、ひび割れしやすいこと。 
（ごしごし洗ったり、空だきしたり、よくやっちゃいますが・・・） 
これを防いで長持ちさせるには・・・？ 
ひび割れした土鍋でお粥を炊くと、あ～ら不思議、もとどおりに。そのなぞは？
お粥の汁が、割れ目に入って焦げ付き、接着剤の役目を果たすんです。（同様に
牛乳でもＯＫ） 
もちろん買ってすぐの土鍋でも、補強とひび割れ防止になります。 

捨てようと思っていた、あなた。ぜひ、一度お試しを。ちなみに割れちゃっ
た土鍋は、直りませんが・・・。 

①小ビンや中ビンはあるけど大ビンだけないお酒なーに？ 
②脱ぐことはできるのに着ることはできないものなーんだ？ 

２００３年（平成１５年）  １月  １３日 

  
    
   

  
応募用紙 

１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肉まん（憎まん） ②潜水艦（扇子いかん） 
正解者 ２７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。  

 
☆ピンクちらしの件ですが、防犯カメラにポストの辺りは撮影してないのです

か？撮影されているのであれば、ポストに入れている時に事務所の方が注意
していただくことはできないのですか？ほんとに女性の私が見ても困ってま
す。又は、罰金○○万円もらいますとかの張り紙を貼るなど。 Ｄ棟居住者 

 大阪ではピンクチラシを配っていたアルバイトが、迷惑条例違反で現行犯逮
捕されました。グリーンシティも兵庫県、加古川市や地元警察などに取締り
を強化してもらえるよう働きかけていきます。 

 また、集合ポスト付近にピンクチラシが捨てられているのをよく目にします。 
 その場で捨てずに各自で責任を持って処分しましょう。     管理組合 
 
☆毎月たのしい問題待ってます。               Ｂ棟居住者 
 これからもみんなが楽しめる問題や記事を掲載したいと思います。みみより

な情報があればグリーンだよりのご意見欄を利用して情報をお寄せくださ
い。                           広報委員会 

 
☆グリーンだよりを見て季節を感じます。今月はクリスマスバージョンで、カ

ラフルで楽しませていただきました。委員の方、色々考えて作るの大変だと
思いますが、いつも楽しみにしていますよ。         Ｄ棟居住者 

 記事の背景も注意して見てください。色々なイラストがかくれていますよ！ 
                              広報委員会 
☆この前、遊んでいたらチェーンゲートを壊して通っている車がありました。 

 みんなのものだから大切にして下さい。           Ｂ棟居住者 
 グリーンシティの敷地の中にある建物や設備は居住者全員の財産です。修理

や交換の費用は、居住者の負担となります。みんなで大切に使いましょう。 
                               管理組合 

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日： 1 月 31 日

提出場所 ：管理事務所

 
 
 新年明けましておめでとうございます。ご承知のとおりグリーンシティ町内

会は管理組合と統合して、グリーンシティ自治会として活動を始めました。町

内会としては最後の総会が昨年の１２月１４日（土）に開催され、すべての議

題が承認されました。また、各棟の自治会役員は以下の方々にお願いすること

になりました。一年間ご協力お願いします。 
 

○棟 ○○○号 ○○さん  ○棟○○○○号 ○○さん 

○棟 ○○○号 ○○さん  ○棟 ○○○号 ○○さん 

○棟○○○○号 ○○さん  ○棟○○○○号 ○○さん 

○棟 ○○○号 ○○さん  ○棟○○○○号 ○○さん 

○棟 ○○○号 ○○さん  ○棟 ○○○号 ○○さん 

○棟○○○○号 ○○さん  ○棟○○○○号 ○○さん 

○棟 ○○○号 ○○さん  ○棟 ○○○号 ○○さん 

○棟 ○○○号 ○○さん  ○棟○○○○号 ○○さん 

  ○棟 ○○○号 ○○さん  ○棟 ○○○号 ○○○さん 

 
 
  

来る２月２２日（土）午後１時からセブンボウルにて自治会主催のボウリン

グ大会を開催します。会費は１０００円で、豪華賞品を用意していますので、

奮って参加してください。参加資格は小学生以上とします。参加者は、申し込

み用紙に必要事項を記入の上、管理事務所ドアポストへ投函してください。 

 
 
 新年明けましておめでとうございます。 
 昨年は、小学校ＰＴＡ活動およびグリーンシティＰＴＡ活動にご協力いただ

き本当にありがとうございました。 
 今年もすでに新役員が決定しておりますが、旧・新役員共にがんばって活動

していきたいと思います。 
 皆様のご理解とご協力をひきつづきお願い申し上げます。 
 
 １月８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。 

 
 
 今年も兵庫県南部地震が発生した１月１７日がやってきます。各ご家庭では、

「わが家で出来る防災訓練」をしていますか？ 
１月はまず「グリーンシティあいさつ運動」にご協力ください。 
「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。 
エレベーターの乗り降りだけでも「おはようございます」「いってらっしゃい」

「こんにちは」「ごくろうさま」「こんばんは」「さようなら」「おやすみなさ

い」まだまだいっぱいあります。 
昨年も言いましたが「あいさつ」は、はじめの一言に勇気がいるようですが、

大人も子ども達を見習って恥ずかしがらずに大きな声で頑張りましょう。 
そうすることで笑顔いっぱいのグリーンシティになるでしょう。そして、あ

いさつからいろんなことが始まるに違いありません。 
まずは、できることから始めていきましょう。 
そして、心の輪を地域のみんなに広げ、子ども 

たちやお年寄りも安心して住めるグリーンシティ 
づくりにご協力ください。 
 阪神・淡路大震災において、災害時に各種ボランティアの果たす役割の重要

性が認識され、１月１７日は「防災とボランティアの日」１月１５日～２１日

は「防災とボランティア週間」になりました。 
また、災害発生時におけるボランティア活動や自主的な防災活動の重要性に

対する認識を一層深めるため、災害に対する備えの充実や強化を図ることを推

進し「地域とボランティアの連携」を災害時だけでなく、日常から防災まちづ

くりにご協力ください。 


