
平成１５年  ５月  第１４０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 
グリーンシティ自治会 

管理事務所 ２５－６８５２ 
ホームページ http://www.greencity.gr.jp/ 
メールアドレス kanrikumiai@greencity.gr.jp 

 
 

みみみどどどりりりののの日日日クククリリリーーーンンン作作作戦戦戦参参参加加加へへへのののおおお礼礼礼    
４月２９日（祝）グリーンシティ居住者全員へ参加を呼びかけ、第１０回み

どりの日クリーン作戦を行いました。 
飛び石連休の間の日にもかかわらず、多数の方に参加いただき有難うござい

ました。男性の方には水路の清掃、女性の方・子どもさんには敷地内の清掃お
よび自転車整理を行っていただきました。例年に比べ、ヘドロ、ゴミ、不要自
転車とも少なく予定どおり１１時頃には終了でき、グリーンシティはクリーン
シティになりました。 

今年は１０回目を記念して、ふれあい公園に“つげの木”を植樹しました。
大事に育てて行きたいと思いますのでご協力よろしくお願いします。 

車車車両両両一一一時時時停停停車車車方方方法法法ののの再再再々々々確確確認認認    
有料駐車場運用開始に伴い、敷地内の違反車両が激減しています。これも居

住者の皆さんのご理解とご協力の賜物です。 
しかしながら、まだごく一部の方が違反駐車をされていますので、再度一時

停車方法についてお知らせいたします。 
一時停車時のルール 
１・停車時間は２０分間まで 
２・ハザードランプ（点滅灯）を点灯して下さい 
３・アイドリングは５分間以内 
４・他の車両の妨げになる場所や消防活動空地には停車できません 

契契契約約約駐駐駐車車車場場場利利利用用用方方方法法法ののの特特特例例例措措措置置置にににつつついいいててて    
契約駐車場は、本来契約時に届け出た車両以外駐車することはできませんが、

「代替車一時駐車許可証」を使用することにより、自分の契約駐車場へ他の車

両を駐車させることができます。 
契契契約約約駐駐駐車車車場場場シシシーーールルルにににつつついいいててて 

昨年６月に配布した契約駐車場シールを未だに貼られて 
いない車両が見受けられます。自転車シールは黄色に変わ 
りましたが、自動車シールは今までどおり銀色です。 

シールを貼られていない方は管理事務所へ申し出て至急 
シールを貼ってください。             （代替車一時駐車許可証）
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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） 

 

環境整備委員会では、管理規約の改正作業を行っています。区分所有法の改

正部分と実情にそぐわない部分を見直して、今期総会までに居住者のみなさん

に提案できるよう進めています。 
【【【管管管理理理規規規約約約づづづくくくりりりはははマママンンンシシショョョンンンににに合合合わわわせせせててて】】】    

区分所有者全員の共有財産であるマンションを円滑に管理・運営するための

基本となるのが、管理規約です。 
この管理規約は、区分所有法をベースに管理組合がつくります。区分所有の

基本原則に反するような内容を盛り込むことはできませんが、各マンションの

実情に合わせて多くの事柄を決めることができます。 
新築のマンションでは、開発業者が、標準的な内容を盛り込んだ管理規約（原

始規約）をあらかじめ用意しています。仮に、生活の中で実情にそぐわない部

分が出てきた場合は、管理組合総会で、区分所有者数と議決権数の各４分の３

以上の賛成が得られれば、管理規約を改正することができます。  

 
 

ＦＦＦ棟棟棟エエエレレレベベベーーータタタ改改改修修修工工工事事事のののおおお知知知らららせせせ   
Ｆ棟エレベータ電動機軸受のベアリング取替工事を以下の日程で行います。

ご不便をかけますがご協力をお願いします。 
日時：５月２１日（水） 午前１０時 ～ 午後３時頃まで 

（この時間帯はエレベータを使用できません） 

消消消防防防設設設備備備総総総合合合点点点検検検のののおおお知知知らららせせせ   
以下の日程で標記点検を行います。当該住戸の方には個別に案内しています

ので、ご協力をお願いします。なお、点検期間中は火災警報が鳴動することが
ありますので、ご理解ください。 

月日：５月２３日（金）～２５日（日） 
また、管理組合では消防設備点検として、全戸に対してバルコニー側パーテ

ィションボードの設置確認作業を行う予定です。 
 ご存知とは思いますが、バルコニーは共用部分に当たり専有部分ではありま
せん。火災や災害が発生した場合は、このパーティションボードを突き破り避
難できるように考えられています。もしこのパーティションボードを塞いでし
まうような構造物を設置している場合は、早急に改善されるよう警告します。 
 なお、確認作業の日程については、グリーンネット及びグリーンだよりでお
知らせします。 

ＪＪＪＲＲＲ山山山陽陽陽本本本線線線ののの高高高架架架切切切替替替ににに伴伴伴ううう信信信号号号機機機設設設置置置要要要望望望    
JR 山陽本線下り線（５月１２日）、上り線（同２６日）の高架切替に伴い、

市道平野神野線の現在の踏切位置へ信号機を設置してほしい旨、加古川市高架
対策室へ申し入れをしました。 
 現時点ではまだ回答は得られておりませんが、徒歩または、自転車で加古川
駅に行かれる方のほとんどがこの道を横断されていることを考えると、今後も
継続して強く要望を出し続けていきたいと思います。 

 

 

地震発生！さぁ、あなたはどうする？ パート３（後編） 

今月も引き続き自宅以外で地震にあった場合の適切な行動や 
心構えについて考えてみましょう。 

４．歩道橋や橋を渡っていた場合 
もし、立てないほどの揺れがきたら、放り出されないように姿勢を低くし

欄干などにつかまり、揺れがおさまるのを待ちましょう。 

５．電車、バス、地下鉄などに乗っていた場合 
急停車のショックから身を守り、乗務員の指示に従って行動します。むや

みに車外には出ないようにしましょう。地下鉄などは高圧電流による感電の
危険があります。 

６．車を運転していた場合 
車でそのまま避難することは絶対に考えないこと。揺れを感じたら車を左

側の歩道近くに寄せて止め、エンジンを切ります。必ずキーはつけたままに
し、ロックをしないで貴重品だけ持ち、安全なところへ避難します。連絡先
や氏名を書いたメモを車内に残すと良いでしょう。 

７．海や山に居た場合 
海は津波を警戒しなければなりません。とにかく高台に逃げましょう。山

はガケの上や下に居ないこと。できる限り草木の根のはっているところが比

較的安全です。 

今月も引き続き、「グリーンシティあいさつ運動」にご協力ください。 



知知知っっっ得得得雑雑雑学学学 
家家家具具具ののの重重重みみみででで出出出来来来たたた凹凹凹凸凸凸はははスススチチチーーームムムアアアイイイロロロンンンででで   

部屋の模様替えで家具を動かすと、畳やカーペットにくっきり跡がついてし

まっています。まずあて布を用意し、跡がついていたところに置いて、上から

スチームアイロンで蒸気を当てる。あまり長く当てると畳を傷め 
るので、加減を。しばらく置いておくと、畳が膨らんで元にもど 
ります。戻ったら乾いた布で乾拭きして終わり。

       
      ○棟 ○○○ ○○さん   ○棟 ○○○ ○○さん 

 
ゴールデンウィークも終わり、すごしやすい季節になってきましたね。 
新入生・新入社員の方々も１ヶ月が過ぎ、新生活にも慣れてきたころかと思

います。体調管理に気をつけて、これからもがんばってください。 
                           ―広報委員会― 
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応募用紙 

５月の答え 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

      棟       号   氏名                            男・女         才 

★先月号の正解 

どしどしご応募ください！ 
応募締め切り日： ５月３１日

提出場所 ： 管理事務所

漢漢漢字字字クククイイイズズズ      □□□のののとととここころろろににに入入入るるる漢漢漢字字字はははなななにににかかかななな？？？   
①①①   答答答         ②②②   乗乗乗         ③③③   上上上   
   名名名□□□外外外         竹竹竹□□□力力力         大大大□□□中中中   
      内内内               車車車               上上上   

 
◎うちの娘も４月から１年生。親の手を離れて子どもたちだけで遊ぶようにな

りました。うれしいような、寂しいような。グリーンシティの子どもたちは

みんな自分たちの子どもと思って見守っていきたいと思います。Ｂ棟居住者 
◎４月２８日、少年団のドッジボール大会に参加しました。すごく楽しかった

ようです。ありがとうございました。 
 これからも、いろいろ参加したいと思っています。      Ｂ棟居住者 
◎「人と防災未来センター見学ツアー」楽しみです。      Ｄ棟居住者 
 申し込みされた方は、５月１７日（土）午前９時に西側チェーンゲート前に

集合してください。                      防災会 
◎自転車のシール貼りかえの時期なのですが、グリーンにもう１０年以上住ん

でいると昔のシールも１０枚以上。 
 新しくなるのは嬉しいのですが、昔のシールがうまくとれません。かといっ

て違う場所に次から次へと貼るわけにもいかず・・何かいい方法ありません

か？ （すぐにとれるものではダメだという事は良くわかっているのですが） 
                              Ｂ棟居住者 
 カー用品を扱っているお店で売っている“シール剥がし液”が 

有効だという情報がありましたが、管理組合では、まだ確認し 
ておりません。うまく剥がせなかったらごめんなさい。     管理組合 

◎いつもありがとうございます。今度のパズルおもしろかったです。 
                              Ｄ棟居住者 
 今回のクイズも新しいタイプのクイズを用意しました。イラストを参考にじ

っくり落ち着いて考えてください。             広報委員会 
◎今年もマンション内の桜がきれいに咲いていましたね。    Ｃ棟居住者 

 
 

 グリーンシティ自治会では、年間の自治会活動において、あってはならない

万が一の事故に対して「自治会活動賠償責任保険」に加入することを決定し、

４月２６日に契約しました。 

 この保険は、自治会または自治会の下部組織が企画・立案した行事において

発生した事故等に起因する「住民や第三者に対する賠償責任」、自治会行事に参

加中に発生した事故による「住民や第三者に対する傷害見舞費用」や、行事が

降水などによって中止または延期になった場合に発生するレンタル費、会場費

などの「費用損害」を補償してくれます。補償内容は以下の通りです。 
 

補 償 内 容 補 償 金 額 

賠 償 責 任 ３，０００万円 

死亡・後遺障害   ３００万円 

入院（１日につき）  ２，０００円 
傷 

害 
通院（１日につき）  １，０００円 

傷害見舞費用    １０万円 

費 用 損 害    ５０万円  

また、大きな行事に対しては行事ごとの保険にもあわせて加入します。 

 

 

４月１３日の廃品回収には皆様のご協力をいただき、ありがとうございまし

た。また、以下のとおり少年団交流会とドッジボール大会を行います。 

＜少年団交流会 ---- 新一年生を迎える会＞ 

  日 時 ： ５月１７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 

        くつを入れるビニール袋 

楽しいゲームを用意しています。 

＜ドッジボール大会＞ 

  日 時 ： ６月１日（日）  雨天の時 ６月８日（日） 

  場 所 ： 氷丘南小学校運動場 

  集 合 ： D 棟前 午前８時 

      今年は、グリーンシティ少年団から９チームが参加します。 

みんなで力を合わせて楽しいドッジボール大会にしましょう。 

      保護者の方々の応援もよろしくお願いします。 

運運運動動動部部部かかからららのののおおお知知知らららせせせ   
 ４月２８日（月）少年団運動部の活動としてドッジボールをしました。 

 ルールのわからない１年生には、上級生がやさしく教えてあげる等、ほほえ

ましい光景も見られ、本番に向けての良い練習になったと思います。 

 たくさんのご参加ありがとうございました。 

 
高齢者の実態把握についてのお願い 

 ６５才以上で居宅において日常生活を営み、次に該当する方は 
以下の連絡先にお知らせください。 

寝たきりの方 
痴呆のため日常生活に介護を要する方 

６５才以上で  一人暮らしの方 
夫婦、兄弟、親子（ともに６５才以上）のみの方 
１８才未満の人と同居されている方 

   民生児童委員 ○棟○○○○ ○○  ○○ ○○－○○○○ 
連絡先   ○棟 ○○○ ○○○○○ ○○－○○○○ 

 
 
 新一年生が一緒に登校するようになり１ヶ月が経ちました。 
 皆さんそれぞれ元気よく登校しているでしょうか。班長さんも頑張ってくれ

ていますが、登校班によっては途中で走ったり、出発時間まで全員を待たずに

出発しようとする班もあります。 
 各班の中には新一年生も加わっています。その日によっては体調のすぐれな

い子もいると思います。班長さん副班長さんは新一年生に歩調を合わせるよう

各ご家庭でもご指導くださるようお願い致します。 
 

５月１日の立ち当番は次の方でした。 
間形交差点北側 ○棟 ○○○  ○○さん 

平野踏切 ○棟○○○○  ○○さん 

 Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で廻ります。 

 
 春の訪れとともにすがすがしい気持ちで、新学年を迎えられたことでしょう。 
 平素の補導活動では、皆様に温かいご協力をいただき誠に 
感謝いたしております。 
 少年非行の早期発見・早期治療を図るため、私たち少年補導委員は、街頭補

導活動で地区内を巡視し、少年への『声かけ』『呼びかけ』『注意』をしたり、

少年の溜まり場等の把握に努めております。 
 社会の急激な変化の中で図書自販機や出会い系サイトなど様々な有害環境が

あり、子ども達の成長や発達に影響を及ぼす問題がたくさん発生しています。 
 子ども達の問題は、社会全体が抱える問題を反映したものでもあります。 
 子ども達にとって親は一番身近な大人であり、家庭の中のしつけや人間関係

が子どもの成長に大きな影響を与えます。もう一度家庭での基本的なしつけに

ついて、見つめ直してみましょう。 
 『地域の子ども達は、地域で守る』を合い言葉に、皆様とともに非行のない

明るいまちづくりに、今以上に関心を高めていきましょう。

☆正解 ぜんまい 
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。  


