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 クリーン作戦に参加いただきありがとうございました 
 ４月２９日（木）「みどりの日」に、グリーンシティ居住者へ参加を呼びかけ 
敷地内の清掃作業を行いました。 
 飛び石連休の初日、翌日は平日という条件にもかかわらず、多数の方に参加 
いただきありがとうございました。男性の方には、敷地外周水路内の泥あげ清 
掃、女性の方と子どもたちには、敷地内のゴミ拾いと各棟エントランス前の滑 
り止めテープの貼り付け、および登録シールのない自転車の抽出を行っていた 
だきました。たくさんのメニューでしたが、皆さんの手際よさで予定の時間に 
終ることができました。 
 ここで、子どもたちのボヤキを一言「なんで、ぼくらがタバコの吸殻拾わな 
あかんの」ごもっともです。喫煙者のみなさん、マナーを守りましょう。 
 

騒音について 
 「上階の騒音（生活音）に苦しんでいます」という投書が多く見受けられま 
す。生活音はどうしても発生するものですが、今一度騒音発生源の対策を各家 
庭でご検討ください。なお、フローリングにリフォームすると通常の足音も階 
下へ響く場合があります。必ず遮音等級Ｌ－４５以上のものを使用するように 
してください。 

理事の選任について 
Ｂ棟理事○○氏転出に伴い、新理事を補欠の方に依頼しました。 

Ｂ ○○○ ○○ ○○氏 

２００４年（平成１６年）  ５月 １０日 
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  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）  

１３（日）

１２（土）

　７（月）

　８（火）

　９（水）

１０（木）

１１（金）

燃えるごみ収集日

燃えないごみ収集日

燃えるごみ収集日

３０（日）

２９（土）

３１（月）

５　月

６　月

１０（月）

１１（火）

１２（水）

１３（木）

１４（金）

１６（日）

１８（火）

１９（水）

２０（木）

２２（土）

２３（日）

２４（月）

２５（火）

２６（水）

２７（木）

２８（金）

　１（火）

　２（水）

　３（木）

　４（金）

　５（土）

　６（日）

燃えるごみ収集日

燃えるごみ収集日

燃えるごみ収集日

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

びん収集日

ペットボトル紙衣類収集日

自治会役員会

２１（金）

燃えるごみ収集日

環境整備委員会

１５（土）

１７（月）

修繕委員会

燃えるごみ収集日

かん収集日

燃えないごみ収集日

理事会役員会

広報委員会

粗大ごみ収集日

少年団交流会

ドッヂボール大会

植木消毒（雨天時は１２日）

消防設備点検

臨時修繕委員会

 
不要自転車の処分について 

 ４月２９日（木）クリーン作戦の日に、居住者によって登録シールのない自

転車（未登録自転車）を駐輪場から撤去しました。 
 再三再四の勧告にも、登録を完了されていない為不要自転車と判断し、自転

車置場使用細則に則り管理処分しました。 
 今回も１００台余りの自転車が出てきました。本来、不要車は、個人で「粗

大ゴミの日」に出すことになっています。加古川市環境局の好意によりゴール

デンウィーク中にもかかわらず引取処分していただきました。今後不要になっ

た自転車の処分は、すみやかに使用者自身の手で「粗大ゴミの日」に行なって

ください。 
 

緊急連絡先の届出について 
 緊急連絡先は、加古川グリーンシティ管理規約第３３条（届出義務）により
団地建物所有者が、管理者に予め書面で届出しなければなりません。 
 先日も、階下で水漏れ事故が発生し上階の方へ連絡を取ろうとしましたが、

留守で緊急連絡先も変更されていたため連絡できませんでした。 
 緊急連絡先をまだ届出されていない方や、連絡先が変更になった方は、至急

管理事務所にて手続をしてください。 

 
 
 近年一般住宅での電気使用量は増加の傾向にあり、この３０年で約２．５倍
に増加しているといいます。管理組合では関西電力の協力を得ながら、今後ま
すます増加するであろう電力量に対応できる電気設備の構築を目的に検討を進
めております。電気使用量増加の主な要因は以下のものです。 
１．エアコンの増設 
２．食器洗い乾燥機 
３．電気浴室暖房乾燥機 
４．ＩＨクッキングヒータ など 
 
 では、どのようなところを見直さなければ 
ならないのでしょうか。見直しが必要な項目 
を以下に示します。 
１．電気幹線の交換 
 グリーンシティの電気幹線（電気ケー 
ブル）は各号室毎に縦系列で配線されて 
います。例えば、Ｂ棟の１号系統であれ 
ば１０１号室、２０１号室・・・１３０ 
１号室、１４０１号室の１４戸が同じ幹 
線から電気の供給を受けています。この 
電気幹線が細いため系列の全戸が多くの 
電力を使用すると、主幹（電気室内にあ 
る各系列の元ブレーカ）が落ち、系列全 
戸が停電してしまいます。したがって 
この電気幹線を太くする必要があります。 

２．主幹の交換 
 電気幹線を交換しても主幹の容量が元のままであれば、上記同様に全戸
が多くの電力を使用すると、主幹が落ち、系列全戸が停電してしまいます。
したがって、この主幹を容量の大きなものに交換する必要があります。 

３．各戸への漏電ブレーカの設置 
 各戸のブレーカには漏電遮断機能付の 
メインブレーカ（戸内の漏電遮断と電力 
量を制限するブレーカ）が設置されてい 
ません。そのため、各戸で使用する電力 
がケーブルの許容量を超えると、ケーブ 
ルが燃え火災になる可能性があります。 
したがって、使用電力を制限するメイン 
ブレーカを設置する必要があります。 

 しかし、これらの見直しには多大な費用が 
発生するため、他の方法も模索しながら検討 
を重ねております。居住者の皆様には方向性が確定次第お知らせしていきます
ので、ご理解をお願いします。なお、最近ではＩＨクッキングヒータもマンシ
ョンタイプという低消費電力型も販売され、取り扱い業者によっては管理組合
に届出しなくても設置できるというところもあるようですが、現段階では管理
組合として「ＩＨクッキングヒータ」を許可しておりません。 

電
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室 

幹線



 

 新一年生も学校になれてきたかな？暖かくなってくると変質者の出没情報も

聞こえてきます。４月３０日にも氷丘中学校南の別府川付近で露出者が出まし

た。家庭でも被害にあわないよう注意・指導をお願いします。―広報委員会― 

 
 
        Ｂ ○○○ ○○さん   Ｄ○○○○ ○○さん 

 
 
 ４月６日（火）の始業にあわせてグリーンシティの登校班を決め、平成１６

年度のＰＴＡ活動がスタートしました。 

１．４月９日（金）より新１年生を迎えての登校が始まりました。班長さん副

班長さんが中心となり、みんなで安全に楽しく登校できるように「集合時

間を守る」「休みの連絡をする」などのご協力を各家庭でもお願いします。

２．５年生の自然学校実施期間中の登校についての注意事項 
    自然学校  ５月２５日（火）～５月３０日（日） 
    代  休  ５月３１日（月）～６月 １日（火） 
  この期間、５年生が登校班より抜けます。５年生が班長をしている班はこ

の間４・３年生が気をつけて下級生を連れていけるように指導しますので

ご協力お願いします。 

３．平成１６年度地区役員研修部の○○さん（Ｂ○○○○）の都合により、研

修部役員がＤ○○○の○○さんに交替となりました。よろしくお願いしま

す。 

５月６日の立ち当番は次の方でした。 
    ●千代の湯前交差点南側：Ｄ○○○○ ○○さん 
    ●旧平野踏み切り   ：Ｅ ○○○ ○○さん 

Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。 

なななんんんででで？？？ももも百百百科科科   
     病院の窓口での治療費や薬代の支払い時に、 

クレジットカードは使えるのでしょうか？ 

国立病院では順次可能に 
    現在、ほとんどの病院は現金決済が基本で、クレジットカードを使える

ところはあまりありません。しかし、全国１５４か所の国立病院で
は、４月の独立行政法人化を機に、クレジットカードやキャッシュカードでの
支払いを、順次、できるようにしていくことにしました。 
 国立病院を取りまとめている独立行政法人国立病院機構本部によりますと、
まず５月から大阪医療センター（大阪市）など全国の６２病院で使えるように
し、２００４年度中にはこれを１０１病院に広げる予定です。利便性を求める
患者らの声に応えるとともに、病院における現金盗難の防止につながることか
ら、カード決済を採り入れることにしたのです。今後はこうした病院が、民間
でも増えていくと思われます。  

 ２００４年（平成１６年） ５月 １０日 

 
 
◆最近、敷地内の道路・駐車場や廊下でローラー付のスニーカーで滑っている
子どもたちをよく見かけます。大変危険だと思いますが、なにか対策はない
のでしょうか？                      Ｄ棟居住者 
 敷地内以外でも道路や駐車場での使用は非常に危険です。また、共用廊下に
は防水シートを張ってあるので、このシートが痛みます。家庭での指導をよ
ろしくお願いします。                    管理組合 
◆足が不自由になったので、集会所ホールでの行事などに残念ながら参加でき
なくなりました。                     Ｆ棟居住者 
 誰もが使える施設にするため、エレベータの設置なども考慮しながらバリア
フリー化を考えていきます。                 管理組合 

 
 
４月１１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。

今後の予定は、次のとおりです。 

≪少年団交流会≫ 

５月２２日（土）午前１０時 集会所ホール集合 

持ち物：ナップサックなどの袋、靴を入れるビニール袋 

≪ドッヂボール大会≫ 

６月 ６日（日）午前 ８時 Ｄ棟前集合 

※雨天時６月１３日（日） 

グリーンシティからは９チーム参加します。みんなでがんばりましょう。 

保護者の方々も応援をお願いいたします。 

≪運動部からのお知らせ≫ 

４月２５日（日）に地区ドッヂボール大会をしました。みんないっしょうけん

めいで本番に向けてよい練習になりました。 

たくさんのご参加ありがとうございました。 

 
①まるを２個とると男から女になるのだ～れ？ 
 
 
②元気な、いたずらっ子達が旅行に行くそうです。 
何泊してくるのかな？ 

  

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 

☆正解 ①スワローズ ②イルカ 
正解者 １５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。 

① 

② 

 

 

イッキ飲み、しない！させない！社会のルール 

 急性アルコール中毒にならないように、お酒を楽しく飲むためにどうしたら

いいのでしょうか？ 次のようなことに注意して、楽しく飲みましょう。 

１．自分の適量を知るとともに、その日の体調にも注意しましょう  

２．イッキ飲みはやめましょう  

３．飲酒の無理強いはやめましょう  

４．消化の良いものを一緒に食べながら飲みましょう  

５．アルコールは薬物であることを知っておきましょう 

６．お酒が飲めない体質の方は周囲の人に「お酒が飲めない体質である」こと

をアピールしましょう  

もし身近で事故が起こってしまった場合には・・ 

１．生命に直接関係するような救命手当が優先です。心肺蘇生法を覚えておき

ましょう。 

２．充分な呼吸をしていながら、意識に障害がある傷病者は、仰向けにしてい

ると、舌根沈下（あごや舌の筋肉がゆるむと、舌の付け根がのどに落ち込

むこと）による気道閉塞がおこることが 

あります。また、アルコールによる意識 

障害で危険性が高いのは、嘔吐物がのど 

につまって窒息することです。回復体位 

をとらせましょう。  

３．嘔吐したら、喉に吐物を詰まらせないように口の中から吐物を掻き出しま

しょう。  

４．酔いが醒めるまで付き添うなどして、目を離さないとともに帰宅途中の事

故などを考慮し自宅へ送り届けるなどの措置をとりましょう。  

５．症状が悪くなったり判断に迷ったときは、救急車を要請しましょう。  

 お酒は、楽しく飲みましょうね。 

 
 
加古川市では福祉施策の基礎資料とするため以下の調査をしています。 
６５才以上で該当される方は民生児童委員までご連絡ください。 
１．常時臥床している方、および痴呆のため日常生活に介護を要する方 
２．一人で日常生活をされている方 
３．夫婦のみで生活されている方（夫婦とも６５才以上） 
４．６５才以上の方のみで構成されている世帯の方 
        Ｄ ○○○ ○○○○○ ○○－○○○○ 
        Ｅ○○○○ ○○ ○○ ○○－○○○○ 

 
 

 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」に引き続き加入することを

決定し、４月２６日に契約を更新しました。 

 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

発生した事故などに起因する「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。 

回 復 体 位 


