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第第第１１１９９９期期期 新新新理理理事事事候候候補補補決決定定定   決

 Ａ・Ｇ棟、Ｂ棟、Ｅ棟、Ｆ棟各１名（計４名）の代表理事の任期満了に伴い、９月２０日（土）集会所ホー

された方々の話し合いにより（１名無届欠席者有り） 「第１９期 新理事候補」が決定しましたのでお知ら

理事候補（赤字：新理事候補）計１３名                 監事候補   計３名

 Ａ・Ｇ棟（１名） （正） ○○ ○○ 氏              Ｂ  棟  ○○ ○○ 氏

（補） ○○ ○○ 氏              Ｂ  棟  ○○ ○○ 氏

 Ｂ  棟（３名） 継 続 ○○ ○○ 氏（２期２年目）       Ｆ  棟  ○○ ○○ 氏

          継 続 ○○ ○○ 氏（２期１年目）  

          （正） ○○ ○  氏  

          （補） ○○ ○  氏  

 Ｃ  棟（１名） 継 続 ○○ ○○ 氏（１期２年目）  

 Ｄ  棟（４名） 継 続 ○○ ○○ 氏（２期２年目）  

          継 続 ○○ ○○ 氏（２期１年目）  

          継 続 ○○ ○○ 氏（２期１年目）  

          継 続 ○○ ○○ 氏（１期２年目）  

 Ｅ  棟（３名） 継 続 ○○ ○○ 氏（１期２年目）  

          継 続 ○○ ○○ 氏（１期２年目）  

          （正） ○○ ○  氏  

          （補） ○○ ○○ 氏  

 Ｆ  棟（１名） （正） ○○○○○ 氏  

          （補） ○○ ○○ 氏  
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燃えるごみ収集日

燃えるごみ収集日

燃えるごみ収集日

理事会

理事会役員会

びん収集日

ペットボトル紙衣類収集日

かん収集日

広報委員会

自治会役員会

２４（金）

燃えるごみ収集日

２０（月）

１6（木）

修繕委員会

環境整備委員会

１８（土）

全員集合会

体育の日

文化の日
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共用鉄部塗装その
 ９月１０日の工事開始から約１ヶ月経過
以下のような問題が出ています。 

１．玄関扉枠塗装時に不在住戸が多発 

  事前に案内し、不都合のある住戸には
作業時に訪問すると不在という状況が多
いては再度確認され、必ず在宅していた

  ※玄関扉枠塗装には２日間（連続でな
があります。ご注意ください。 

２．玄関扉に設置した網戸が撤去されてい

  玄関に網戸（ルーバドア）を設置され
自身で取り外しおよび復旧をしていただ
ておりますのでご協力をお願いします。

  ※玄関扉枠は共用部分です。個人の都
そのままで良いから塗ってください
が、共用部分の維持保全は管理組合
である各居住者にその義務があると

 工事に関する疑問や苦情は、現場事務所
箱へ投函していただくか、グリーンネット

防犯カメラおよびニューメディ
 既設防犯カメラ（２７台）および玄関ホ
テム（エレベータ内映像とお知らせを表示
た。 
  契約金額 ￥１８５，５００／月 （

 契約更新に伴い、カメラ映像録画の集中
まで玄関ホールでしか確認できなかったお
きるようにするための工事を、１０月中旬
 工事に当たっては、エレベータの一時停
がありますが、ご協力をお願いします。詳

グリーンシティでは、業者による訪問販

にもかかわらず悪質リフォーム業者によ

せん。以下のような手口の業者には、ご

１．近くでリフォームをしています

２．M下電工、Nショナル系の会

３．無料で「水まわり」の点検を行

４．格安、短期間で今なら工事がで

 もし不幸にしてこのような業者と契約

時には、消費者センター等に相談し「ク

を行い契約解除することができます。 

 不具合等で心配な箇所がある場合は管

ください。適切な助言、または管理組合

のある業者を紹介いたします。 

 ご意見、ご要望などをどしどしお書きく 
平成１５年 １０月  第１４５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
ルにおいて、公開抽選会で当選

せいたします。  

（３期１年目） 

（３期１年目） 

（２期１年目） 

他工事について 
した中で、 

日程を調整しているにも関わらず、
発しています。自宅の塗装日程につ
だくようお願いします。 

くても良い）在宅していただく必要

ない 

ている場合は、玄関枠塗装のためご
く必要があります。事前に案内をし
 

合で玄関網戸を取り外さず「うちは
」と言われるところがあるようです
にその責任があり、ひいては組合員
いうことを再認識してください。 

および管理事務所に設置したご意見
の専用コーナーへご連絡ください。 

アシステム契約更新について 
ールに設置したニューメディアシス
している装置）の契約を更新しまし

従来は￥２０４，０００／月） 

管理や一部カメラの移設、および今
知らせ画面を各戸のテレビで確認で
から開始します。 
止および騒音や粉塵が発生すること
細は各棟掲示板にてお知らせします。

売を禁止しています。 

る勧誘販売が後を絶ちま

注意ください。 

ので、挨拶にきました。 

社です。  

います。 

きます。 

してしまった 

ーリングオフ」 

理事務所へ事前相談して

の共用部分修繕工事で実績

ださい。（ご記名をお願いします） 
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知知知っっっ得得得雑雑雑学学学   
おいしいサンマの見分け方 

これからが旬の季節。さんまの旬は、脂がのった産

９月～１１月。ではおいしいさんまの見分け方は・

旬のものと冷凍ものとの見分け方は、尾のつけ根の

ものが旬のもの。全体に光沢があり、腹部がしっかり

より新鮮。また口の先が黄色いものも､鮮度が良く、味

      棟       号   氏名                        
 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

管理規約見直し作業における修正事項（抜粋）について報告します。 

●第６０条（管理費等の徴収）に「第３項 管理費等の滞納者に対して、少額

訴訟等の法的措置をとることができる」、「第４項 弁護士等の諸費用を滞納

者に請求することができる」との条項を追加しました。 

●第７３条（義務違反者に対する措置）に「第２項 理事長が、義務違反者に

① 

② 

どしど

応募締

提

★先月号の正解 

１０月の答え 

応募用紙 

  

☆正解 ①スイセン ②九州 
正解者 ２０名のうち厳正な抽選の結果５名

①落ち込んでいるときでも２匹食べると気持ちがサッ

②長く育つと病院で活躍する野菜なーに？ 

 

 

 

 

共同募金は、赤い羽根募金 
「赤い羽根募金」は、「共同募金」の愛称です。 
共同募金のシンボル＝「赤い羽根」 
共同募金は、１０月１日から１２月３１日まで 
運動は、北海道から沖縄まで全国いっせいに行われ

  ビジョン 
寄付する人も募る人もボランティア 
全国の共同募金会は、共同募金運動を通して、これ
付の文化」を根づかせたいという願いをもっています
人々が、いつでも、どこでも、自発的に寄付をでき
気持ちが持てるような習慣を根づかせようという願い
 その願いをより具体的に、「寄付する人も募る人も
葉で表しています。 

中央共同募金会ホームページ：http://www.akaihan

希

 
 
 心配していた雨も降らず、運動会も無事終わりまし

じめ、いろいろな行事があります。これから、だんだ

どひかないように気をつけて、元気に頑張りましょう

 
 
 現在工事している非常用階段の工事足場で子どもた

ります。足を踏み外して転落したり、足場が崩れたり

 絶対に遊んではいけません。家庭内でも指導をお願

んでいる子どもを見かけた方は必ず注意をお願いしま

    １０月１日の立ち当番は次の方でした 
    ●間形交差点南側  ○ ○○○  ○さ

    ●旧平野踏み切り  ○ ○○○  ○○

Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の

 

 朝晩涼しくなり、たいへん過ごしやすい季節になり
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
皆様は、「ケガ」に気をつけて元気よく楽しい一日をお
 また参加されない方もぜひ応援にいらしてください
   
 
 
 
 
 

《おねがい》 
・競技ごとに景品を渡しますので、ナップや手提げな
・小学校への自動車の乗り入れはできませんので、徒
ください。 

日 時：１０月１９日（日） 午前８時３
      雨天時 １０月２６日（日）
場 所：氷丘南小学校運動場 
受 付：８時１５分から 
はじめまして！愛（あい）ちゃんと

望（きぼう）くんです。 

わたしたちは、赤い羽根募金の 

シンボルキャラクターです。 
卵前の 
・・？ 
部分が黄色くなっている

して、張りのあるものが、

がよい証拠です。 

    男・女         才

対して、訴訟を提起したときは、前項の措置に要した弁護士費用、その他訴

訟に要した費用は、当該団地建物所有者又は、占有者が負担しなければなら

ない」との条項を追加しました。  

●第７６条（顧問弁護士）の条項を追加しました。 

「理事長は、契約の締結、債権の回収、クレームへの対応といった日常的な

法律問題の解決のため、理事会の決議を経た後、弁護士との顧問契約を結ぶ

ことができる」  

●加古川グリーンシティ使用細則 第４条（暴力団の排除責任）の条項を追加 

 しました。 

「区分所有者は、暴力団若しくはその構成員又は準構成員にその専有部分を

譲渡又は貸与してはならない・・・」  

●「加古川グリーンシティ防災会運営細則」を追加しました。 

しご応募ください！ 
め切り日：１０月３１日 
出場所 ： 管理事務所 

の方に図書券を贈呈いたします。 

パリする魚なーに？ 

 
 
９月２６日早朝に震度６弱の十勝沖地震が発生しました。今回は、北海道で

発生しましたが「阪神淡路大震災」を忘れることなく防災意識を各家庭でしっ

かりとお持ちください。また、政府の中央防災会議専門調査会発表で発生が懸

念される東南海・南海地震において、播磨南部で震度６弱のエリアが拡大し、

被害想定も最悪の場合、県内の全壊棟数が１２，０００棟、死者１３０人と発

表されました。私たちのグリーンシティも決して他人事ではないということを

忘れず、各家庭での防災意識・防災知識を高めましょう。  
 今回は、地震直後の５分間行動マニュアルの復習をします。 
地震発生！！ 
１．まず、わが身の安全を確保 
２．揺れがおさまったら火の始末 
３．出火したら、揺れがおさまるのを待って直ちに消火（初期消火） 
４．あわてて外に飛び出さず、戸を開けて出口を確保 
５．家族の様子を把握し、避難の時には必ず靴を履く 
６．ご近所への声掛けをし、連携をとる 

また、地震直後は緊急の必要がないかぎり電話は控えましょう。震度６弱以

上の地震が発生した場合は、ＮＴＴの「災害用伝言ダイヤル」サービスが開始

されますので、被災者の安否はこのサービスを利用しましょう。利用方法は、

「１７１」をダイヤルし、音声ガイダンスに従って進めてください。 

災害に強いグリーンシティをつくるため、８月から募集している「町内チャ

ンピオンマップ」へのご登録、ご協力をよろしくお願いします。登録は管理事

務所までお願いします。 

ます。 

からの日本に「新しい寄
。 
るようにし、さわやかな
です。 
ボランティア」という言

e.or.jp/からの抜粋 

 

た。１０月も音楽会をは

ん寒くなります。風邪な

。 

ちが遊んでいることがあ

すると大変危険です。 
いします。また、万一遊

す。 

ん 
さん 

順で回ります。 

ましたが、皆様いかがお 

ます。競技に参加される
過ごしください。 
ね。 

どを持ってきてください。
歩または自転車でお越し

０分から 
 

 
 
 高齢者の介護・ヘルパー派遣について、障害者の方や子どもについて不安・

疑問等ありましたらどのような事でもご質問・お話しにお越しください。 
 お待ちしています。 

        

        
民生児童委員  ○ ○○○ ○○ ○○－○○○○ 

 ○○○○○ ○○ ○○－○○○○ 
 

○ ○○○ ○○さん 

 
 
食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋、何をするにも絶好の季節になりました

が、暴飲暴食・ケガ・夜更かしには気をつけて体調を崩さないように心がけま

しょう。                        ―広報委員会― 

 
 
◎ＪＲ高架にともなう騒音調査の結果がどうしてここまで時間がかかったのか

不思議に思います。騒音が以前より大きくなっているのは住人が一番よくわ

かっていることであり、「今後も粘り強く話し合っていく」とのことですが、

具体的にどのような話し合いがなされているのかわかるようにしていただけ

ないものでしょうか？ 
 もちろん要請があれば協力させていただきます。それとやはり、時折電車通

過時に振動を感じます。（建物は大丈夫なのでしょうか・・・？）D棟居住者

 現在、県・JRに騒音低減にかかわる資料（低減方法・対策等）の提出を求め

ています。話し合いの経過はグリーンだよりに掲載していきます。次回の話

し合いの開催日時を連絡しますので、ぜひ出席してください。  管理組合 

◎「グリーンだより」を拝見すると、各項目ごとに書かれているため、内容が

よく解り、読みやすいです。                D 棟居住者 

http://www.akaihane.or.jp/

