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  日本放送協会（ＮＨＫ）と大阪ガスのシール撤去について 
 ５月上旬にＹ新聞拡販員により、当マンションの上記シールに拡販を目的と
したマーキングが行われました。 

 管理組合では、拡販員、Ｙ新聞販売店及びＹ新聞社に厳重に抗議したところ

当該者から是正する旨「詫び状」の提出を受け、シールの全戸撤去を条件に了

承しました。（ＮＨＫ、大阪ガスには、確認済み） 

６月半ばから玄関ドア脇のシールを撤去しますのでご了承ください。 

デジタル放送について 
 地上波デジタル放送は現在のアナログ放送に代わる放送方式で、２０１１年
までには完全に切り替えられる予定です。 

 このデジタル放送はＵＨＦ波で放送されます。このマンションが対応できる

かどうかは、既存の「ＵＨＦアンテナ」、「同軸ケーブル」、「ブースタ」、「分配

器」、「壁面端子ユニット」などの設備がそのまま利用できるかどうかによりま

す。 

 場合によっては改修工事が必要となることがあります。 

現在グリーンシティでは、ＢＡＮＢＡＮテレビも入っ 

ていますので、総合的に調査を依頼しています。 

内容が判り次第お知らせします。 

契約駐車車両の指定シール貼付について 
 駐車場使用契約書第１３条に定めるとおり、契約駐車車両には、指定シール

を指定場所（ルームミラーの裏）に貼る義務があります。５月末現在の調査に

よると約７０台余りの（不在、旧シール貼付車含む）車両がシールを貼らずに

駐車されています。早急に貼付してください。 

シールを紛失された方は、管理事務所で再発行します。 
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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）  

　４（日）

　３（土）

　５（月）

6　月
１４（月）

１５（火）

１６（水）

１７（木）

１８（金）

２０（日）

２２（火）

２３（水）

２４（木）

２６（土）

２７（日）

２８（月）

２９（火）

３０（水）

　１（木）

　２（金）

　６（火）

　７（水）

　８（木）

　９（金）

１０（土）

１１（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

夏祭り実行委員会２５（金）

燃えるごみ収集日

１９（土）

２１（月）

環境整備委員会

燃えるごみ収集日

かん収集日

理事会役員会

広報委員会

7　月

環境整備委員会

少年団本部廃品回収

中学校ＰＴＡ廃品回収

中学校地区別懇談会

 

 

ゴミの分別について 
 加古川市では、家庭ゴミの収集を以下の項目に分けて行なっています。  
 燃えるゴミ（毎週月、木曜日 中の見える袋に入れて出す）  
  台所ゴミ、プラスチック類、紙くず、皮製品等  
 燃えないゴミ（月１回 中の見える袋に入れて出す）  
  陶器類、金属類、小型家電品、電球・ガラス（危険と表示）等 
 粗大ゴミ（２ヶ月に１回）  
  家具、大型家電品、自転車、ふとん、カーペット等  
 かん（月１回 アルミ缶は廃品回収に出すようご協力ください）  
  飲み物や缶詰の缶、菓子類の缶（水洗いして出す） 
  カセットボンベ・スプレー缶（穴を開けて黄色のかごに入れる）  
 びん（月１回）  
  飲料水の空びん（キャップを外し水洗いして色ごとに指定のかごに入れる） 
 資源ゴミ（月１回）  
  ペットボトル（キャップやラベルを外し水洗いして、押しつぶして出す）  
  紙類（廃品回収に出すようご協力ください）  
   新聞紙、雑誌（広告紙）、段ボール等 （ひもでくくって出す） 
  布類（廃品回収に出すようご協力ください）  
    
 詳細については、加古川市のゴミ分別表をご参照ください。リサイクル、省

エネが必要な時代です。混ぜればゴミでも、分ければ資源です。 

バルコニーの可燃物設置について 
 管理組合では、バルコニーの目隠し用ヨシズ、ネット、木格子等の可燃物に

ついては防災上の理由で禁止しています。（上階への延焼防止）  
 プライバシーのこともあり、やむをえずの措置だとは思いますが、ご理解の

上で協力願います。今後もこの問題については、材質、強度、景観等を含めて

居住者の皆さんと協議していきますので、当該居住者の協議への参加をお願い

します。 

 
 

屋内共用給水管改修について 
 今期の事業計画として標記改修工事を実施する予定ですが、現在着工に至っ
ておりません。その理由と現在の進捗状況をお知らせします。 
＜理由＞ 
 昨年実施した調査診断結果により、当初長期 
修繕計画策定時の計画部位に対して、以下の項 
目の改修が必要となったため、予算に対して見 
積額が大変高額となっている。 
１．圧送管および送り側立て管の改修 
２．下り側立て管の改修 
予算額  ￥ ４５，０００，０００ 
見積額 約￥１２０，０００，０００ 

＜進捗状況＞ 
 １．見積に対する工事内容の妥当性を精査 
 ２．妥当な場合、段階別の実施方法の策定 
   例えば、各棟別に年度を変えた実施や、送り側／下り側の分割工事など。
 ３．「ウォーターハンマー現象」対策 
 ４．長期修繕計画による費用算出の可否 
 上記整理がつき次第お知らせしていきますので、 
もうしばらくお待ちください。 

第１駐車場（Ｄ・Ｅ棟間）車止め移設について 
 数年前より、車の出し入れがしにくいため標記駐車場の中央側「車止め」を
後ろへずらせてほしい旨願い書が出ており、検討を進めておりました。この度、
以下の理由により試験的にＤ棟側植込み前駐車区画の数台分の車止めを後ろへ
移動させ様子を見ることになりましたのでお知らせします。 
１．車の大型化により駐車区画内に収まらない車両が増えている 
２．植込み前は違反駐車頻発場所のため、「駐車禁止」看板を排除できない 
 今後は上記経過を確認後、効果があればアスファルトオーバレイも含めた駐
車区画の車止めの移設を検討する予定です。なお、当該駐車区画をご利用の方
へは後日案内をさせていただきますので、ご協力をお願いします。 



 
 
 最近、排水管のつまりによると思われる溢水事故が多発しています。油のつ

いた食器はあらかじめティッシュなどで拭いてから洗うよう、お風呂の排水口

にたまった髪の毛などはこまめに掃除するよう心がけましょう。 広報委員会

 
 
         Ａ ○○○ ○○さん  Ｂ ○○○ ○○さん 
         Ｅ ○○○ ○○さん  Ｅ ○○○ ○○さん 

 
 
 梅雨に入り、傘をさして登校する日が多くなり、見通しも悪い上に走って 
滑る可能性もあります。また、晴れた日の登校につきましても、一学期も半ば 
を過ぎ、子どもたちも新しい登校班に慣れてきたことによる、列の乱れも目に
つくようになりました。小さな事が大きな事故につながりかねませんので、ご
家庭でも子どもたちと一緒に再確認していただくようお願いします。 

≪６年生修学旅行中の登校について≫ 
６月２２日（火）～６月２３日（水） 

 この期間は、４・５年生が代わりに下級生を連れて行けるように指導します 
ので、ご協力お願いします。 
 ６月１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    ： Ｂ ○○○  ○○さん 
Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。 

 やむを得ない事情で立ち当番の日にちを個人的に交替される場合は、前後の
方にわかりやすいように日付・名前をかならず記入してください。 

なななんんんででで？？？ももも百百百科科科   
テレホンカードの度数が、まだ残っているのにもかかわらず公衆電
話で使えなくなる場合がたまにあります。そういうカードは、未使用
分の金額を返してもらうことなどは可能なのでしょうか。  
ＮＴＴ西日本に聞きました。テレホンカードが使えなくなる原因と
しては▽テレビの近くに長い間置くなど、他の磁性体との接触で磁気 

がなくなる▽カード自体が破損した▽電話機の故障により、読み取りができな
くなる――などが考えられます。 
途中で使えなくなったカードはＮＴＴに郵送すれば、それまでに使った度数
を調べた上で、利用者がそれに相当する金額を払えば、新しいカードと交換す
るなどしています。 
郵送先は地域により違うので、「どこに送ったらよいか」といったことなどを

含め、ＮＴＴでは局番なしの「１１６（無料）」で相談に応じているそうです。

 
 
◎子どもの安全を守るため、自転車にパトロールプレートを取り付けましょう。
◎６月２７日（日）午前９時から制服のリサイクルを行いますので、ご希望の 
方はお早めにお越しください。また、ご不要になった制服をお持ちの方は毎 
月始めに、ご足労ですが中学校職員室前の回収ボックスまでお持ちいただき
ますようお願いいたします。 
◎７月９日（金）午後７時から氷丘中学校で地区別懇談会を予定しています。
皆様のご参加をお願いいたします。 
◎７月１１日（日）廃品回収を予定しています。皆様のご協力をお願いいたし 
ます。 
 ☆午前８時までにお出しください。（前日の収集はいたしません） 
 ☆Ｂ・Ｃ棟間ファイヤーレーンのコンテナ（ゴミステーションではなく）に
お出しください。お手伝いいただける方は、８時頃にお集まりください。 

 ２００４年（平成１６年） ６月 １４日 

 
 
◎Ｅ棟近くの時計（Ｃ棟）は、何で５時になっても音楽をかけない 
ようになったのですか？                  Ｂ棟居住者 
２年前に故障し、メーカーの修理見積では約２５万円かかることと、時計の
近くの住居への騒音問題もあり、そのときから音楽を鳴らしていません。ご
了承ください。                        自治会 
◎今月のクイズとてもわかりやすかったです。          Ｄ棟居住者

◎最近、マンション内で犬の鳴き声がよく聞こえるし、エレベータに乗せている
人、敷地内でペットを平気で歩かせている人もときどき見かけます。ペットは
飼えないはずなのに、逆に増えているのではないでしょうか？  Ｄ棟居住者

ペットを登録されている方は｢一代限りのペット飼育細則」を遵守してくださ
い。未登録の方はただちにペットの処分をお願いします。未登録のペットを確
認した場合は規約に則り対処しています。            管理組合

 
 
５月２２日（土）に交流会を開催しました。今年は通学班対抗のボウリング
大会で、初めてボウリングする団員もいましたが、チームで協力し合っておお
いに盛り上がり、楽しい時間をすごすことができました。  

＜少年団本部廃品回収のお知らせ＞ 
日 時 ： ６月２０日（日）（雨天時６月２７日）  
場 所 ： 各ゴミステーション  

当日の朝８時までにお出しくださいますようお願いします。 

① 池の中から人を呼ぶ魚なーに？ 
 
② 観光旅行の費用に含まれている飲み物なーに？ 

  

応募用紙 

６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： ６月３０日 
提出場所 ： 管理事務所 

☆正解 ①パパ（ぱぱ） ②一泊（わんぱく） 
正解者 １９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 

 
 

グリーンシティ「小さな親切２００４」運動実施中 
「できる親切はみんなでしよう！ それが習慣となるように！」をスローガン

に、グリーンシティに「小さな親切２００４」運動の輪を広げましょう。 
 今、日本はもとより世界中が大きく変化しています。このような時代だから
こそ、私たちは「小さな親切」運動を通して、思いやりあふれる、心のかよう
グリーンシティづくりをめざしたいと考えています。「小さな親切」運動は特
別なことではありません。日常生活の中で「あいさつ」「思いやり」「助け合
い」といった「小さな親切」を続ける運動です。 

小さな親切八か条を実行しましょう 
１．「あいさつ」を必ずしましょう 
２．はっきりした声で「返事」をしましょう 
３．他人からの親切を心から受け入れ「ありがとう」と言いましょう 
４．人から「ありがとう」を言われたら「どういたしまして」と言いましょう 
５．紙くずやタバコの吸い殻を「すてない」ようにしましょう 
６．「ゆずりあう」余裕と精神をもちましょう 
７．人が困っていたら、「手伝って」あげましょう 
８．他人の「迷惑」になることはやめましょう 

グリーンシティでは、現在あいさつの輪が急速に広がっています。外国では
「サンキュー」と言えば必ず「ユアウェルカム」と言います。どんなところで
も「ウェルカム」と言う言葉が出てきます。さらなるグリーンシティの進化の
ために、もっともっと「小さな親切２００４」運動の輪を広げましょう。 
まずは、恥ずかしがらずに「おはよう」「ありがとう」から、はじめてみま
せんか。きっと、笑顔あふれるグリーンシティになるはずです。 

 
 
 
 
 恒例となりました「第１８回グリーンシティ夏祭り」を７月２４日（土）に
開催する予定です。各団体の方々にはよろしくご協力お願いします。 
 今年の「夏祭り実行委員会」は６月２５日（金）午後７時３０分から管理棟
２階ホールで開催します。居住者で夜店、フリーマーケット、ゲームなどやっ
てみたい方は参加してください。また、おもしろい企画があれば自治会まで提
案してください。 
 
「第１８回グリーンシティ夏祭り」のポスターを以下の要領で募集します。
どしどし応募してください。力作にはささやかながら賞品を用意しています。 

応募資格：グリーンシティに居住されている方 
提出期限：７月１０日（土） 
提 出 先：管理事務所 
応募用紙：４つ切画用紙（各自でご用意ください） 
内  容：水彩絵具、クレパス、クレヨンなど何でも結構ですが、

ポスターの中に以下の文字を入れてください。 
・第１８回グリーンシティ夏祭り 
・日時：７月２４日（土） 午後５時から 
・場所：Ｃ・Ｄ棟間およびＢ棟ファイヤーレーン 
日本赤十字社社資について 

グリーンシティ自治会は日本赤十字社社資として６５，７００円を納入しま
した。 

 
 
  グリーンネット・ニューメディア利用状況アンケート結果 
上記アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。６９名の方に
回答をいただきました。 
 
 設備面や、提供している内容に 
ついては満足されている方も多か 
ったのですが、「設定方法がわから 
ない」や、「使い方がわからない」 
等の意見も多くありました。 
今後、さらに有効利用していた 
だくために、現在利用されていな 
い方へのサポートも検討したいと 
思います。 
 
 また、現在利用されている方にも 
さらに有効利用していただけるように 
設備面、運用面での改善を行っていきますので、ご協力お願いします。 


