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第第１１９９期期管管理理組組合合通通常常総総会会のの開開催催ににつついいてて  

 管理組合管理規約第４３条第３項により、第１９期管理組合通常総会を下記の要領にて開催いたします。 

 総会は、管理組合における最高意思決定機関です。何かと気忙しい季節を迎えますが、万障お繰り合わせの上ご出席ください。 

 出欠票・委任状の締め切り日は、１１月２２日（月）です。管理事務所（業務時間外は、ドアポスト）に提出してください。 

毎年この締め切り日を開催日と勘違いされている方が多数おられます。お間違えのないように提出をお願いします。 

記 
開開催催日日時時    平平成成１１６６年年１１１１月月２２７７日日（（土土））  午午後後７７時時かからら  

開開催催場場所所    加加古古川川ググリリーーンンシシテティィ集集会会所所ホホーールル  

            議 題 

 第１号議案 第１９期事業報告 

 第２号議案 第１９期決算報告（監査報告） 

 第３号議案 第２０期新役員承認について 

 第４号議案 第２０期事業計画案 

   １．ペイオフ対策について 

   ２．各戸漏電遮断機能付分電盤取替について 

   ３．棟内共用灯取替について 

   ４．集会所バリアフリー化に伴うエレベータ設置について 

   ５．防災備品の拡充について 

   ６．防犯カメラ増設について 

   ７．防犯カメラの録画映像閲覧に関する細則の制定について 

   ８．清掃業務員控室及び管理員控室移転について 

   ９．長期修繕計画の見直しについて 

  １０．グリーンシティ情報システム運営委員会設置について

２００４年（平成１６年） １１月 １５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）  

 
 

台台風風のの被被害害ににつついいてて  
 今年は、台風の当り年でグリーンシティも大きな被害がでました。共用部分

の被害は、保険の適応にて復旧できる見込みです（一部に未施工があります）。

台風２３号は、北からの強風と雨で一部の住戸とエレベータに水漏れの被害を

もたらしました。建具（玄関ドアやベランダ側サッシ）の隙間から多量の雨水

が浸入したり、換気扇の排気口から逆流して浸水したり、階下へも漏水してし

まったようです。管理組合では、構造的な欠陥ではないと判断していますが、

大規模修繕の折に検討したいと思います。今後多量の降水が予想される時には、

テープによる目張りや、ぞうきん・ボロ布を用意し水漏れ対策をお願いします。

消消防防設設備備機機器器点点検検ににつついいてて  
 このたび、消防法（第１７条の３の３）により消防用設備の点検を、以下の

要領で実施します。案内については対象住戸へ既に配布済みですが、日程の変

更はできません。ただし、時間の変更については直接業者（山本環境整備㈱ 

０７９８－４４－５５００）へ問い合わせてください。 

日 程 １１月１９日（金）から２１日（日） 

対象住戸 １１階以上の全住戸および避難ハッチ梯子のある住戸 

※点検中は火災警報ベルが鳴動しますのでご了承ください。 

雑雑排排水水管管清清掃掃ににつついいてて  
 標記排水管清掃作業にご協力いただき、ありがとうございました。 

 ほとんど（約９８％）の住戸は在宅いただけたのですが、残念ながら一部の

住戸については指定日時に在宅されず、日程変更や設備の移動のため非常に効

率の悪い作業になってしまいました。今回は変更を受け入れましたが、次回か

らは必ず指定日時に清掃を受けてください。 

もし、指定日時に清掃を受けずに排水管の詰まりによる事故が発生

した場合、業者との契約により自費による清掃を実施していただきま

す。 

 

 

第５号議案 その他事業計画案 

  １．非常時電力供給システム構築の検討について 

  ２．鉄道高架に伴う高架側道への出入口の検討について 

  ３．管理組合の法人化の検討について 

４．建物設計図書（竣工図書）の電子ファイル化による保存の検討につい

て 

５．防災井戸設置の検討について 

第６号議案 第２０期収支予算案 

第７号議案 自治会運営について 

１．第１９期事業報告 

２．第１９期決算報告（監査報告） 
３．第２０期新役員承認について 
４．第２０期事業計画案 

５．第２０期収支予算案 
その他 



 
 

 Ｂ ○○○ ○○さん  Ｅ ○○○ ○○さん 

 
 

平成１７年度役員選出会議について 
  日 時：平成１６年１２月 ４日（土） 午後７時から 
  場 所：加古川グリーンシティ集会所ホール 
  対象者：新２、３、６年生と他学年で役員未経験の保護者の皆様 
      （対象者の方には、後日連絡させていただきます） 

 ＰＴＡ・少年団規約の選出方法に沿って検討いたしましたところ、１７年度

は役員定数と対象者数の間に、あまり余裕のない大変厳しい状況となっており

ますので、皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

     １１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：Ｂ ○○○  ○○さん 
     ●旧平野踏切     ：Ｄ ○○○  ○○さん 

Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。 

 
 

第２回見守り運動のお知らせ 
     日 時：１１月２２日（月）から２６日（金） 

午後６時から午後６時３０分 
     当番の方はご協力よろしくお願いします。 

平成１６年度 氷丘中学校区青少年健全育成大会 
     日 時：１１月２３日（火） 午前９時から 
     会 場：氷丘中学校体育館 
     講 演：加古川市少年愛護センター  上田 清 氏 

廃品回収のお知らせ 
     日 時：１２月１２日（日） 午前８時まで（雨天時１９日に順延）

     場 所：各棟ゴミステーション 
 １１月の廃品回収にご協力いただき、ありがとうございました。今回も中学

生および保護者の方のご協力よろしくお願いします。 

 
 
 １０月２４日（日）に恵まれた天候の中、全員集合会が開催されました。地

区対抗リレーは予選を２位で通過、決勝では準優勝という輝かしい成績でした。

 また紅白戦では、グリーンシティの所属する白組が優勝し、賞金をいただき

ました。この賞金は、今後行われるチャレンジ南っ子、地区主催のお楽しみ会

に活用させていただきたいと思います。当日は多数の方々のご参加・ご声援・

ご協力をいただき、ありがとうございました。 
チャレンジ南っ子 

日 時：１２月 ５日（日）午後１時から（雨天時１２日に順延） 
場 所：氷丘南小学校 

◎地区役員が引率していきます。詳細については後日、参加申し込みいただい

た方にお知らせします。 

 
 
今年も緑化運動の一環として加古川市緑化協会からもらった、ソメイヨシノ

とヒラドツツジの苗を、敷地内に植えました。来年の春、花が咲いたら写真を

付けてお知らせします。お楽しみに！           ―広報委員会― 

２００４年（平成１６年） １１月 １５日 

 
 
◎ときどきＢ棟下に車を止めるのはいいけど、本当は２０分までなのに、３０
分とかの人がいるから、それはいけないと思います。     Ｂ棟居住者 
◎「命のライセンス」すばらしいものを作っていただき、ありがとうございま
す。これを生かすにはいつも、いつも見てしっかり頭に入れておくことです
ね。ひとりひとりがルールを守って地域を守り、地域はひとりひとりの安心
を下さるんですね。                    Ｄ棟居住者 
◎防災会の「命のライセンス」いざという時のために大型サイズのものが欲し
いと思います。よろしくお願いします。           Ｄ棟居住者 
 管理事務所に申し込んでください。大型サイズの「命のライセンス」をお渡
しします。なお、グリーンシティのホームページからもダウンロードできま
す。                             防災会 
◎集合住宅ですので夜中までの男性の高笑いや大きな話し声は止めてくださ
い。                           Ｄ棟居住者 ① 怒っているときは海を泳ぎ、いかりをしずめると止まるのなーに？ 

② テレビ局で本番収録前に現れる猿なーに？ 

  

応募用紙 

１１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：１１月３０日 
提出場所 ： 管理事務所 

☆正解 ①ヤギ ②肉まん 
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。 

① 

② 

 
 
 
 
 １０月２２日（金）午後７時から加古川公民館大ホールにおいて、行政懇談
会が開催されました。加古川市民センターエリアの５地区町内会連合会から以
下の議題が提出されました。 
１．県道（加古川小野線）加古川バイパス以北の拡幅について （氷丘地区）
２．ＪＲ本線と加古川線分岐三角区域の整備計画について   （氷丘地区）
３．小学生通学指定路の交通規制（速度制限）の要望について （氷丘地区）
４．ゾーンバスの新コース運行実施について         （鳩里地区）
５．泊川安全フェンスの整備及び加古川市管理用地の有効活用について 
                              （鳩里地区）
６．交差点改良について                  （鳩里地区）
７．暴走族対策と治安対策並びに道路整備について     （寺家町地区）
８．町懇学習会での「ビデオ」「デッキ」の受取、返却方法の改善について 
                             （寺家町地区）
９．ＪＲ加古川駅周辺（高架下を含む）の整備について    （篠原地区）
１０．安全、安心を求める県道（別府港湾岸線）道路工事について（篠原地区）
これらの議題に対して加古川市担当部局から説明がありましたが、対策が具
体的に説明された議題は、ほとんどありませんでした。 
グリーンシティでは問題が起こるごとに、加古川市の担当部局にお願いして
直接対応していただいていますので、行政に対して質問、要望がありましたら
自治会までご連絡ください。 

 
 
「ふれあいもちつき大会」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：１２月 ４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。 
・ 「ふれあいもちつき大会」 
・ 日時：１２月１８日（土） 午前１１時から 
・ 場所：Ｃ・Ｄ棟間 

 
 

台風に地震と大きな災害が続発 
－自主救護の必要性－ 

大きな災害時に医療機関が被災すると負傷者で混乱し、また広範囲に多数の

負傷者が出ると、平常時のような救急隊の出動は期待できません。 
そんな事態では、自分たちで応急手当てをする「自主救護」が大切です。災

害時の医療は、人や物の数が限られ限界があります。自主救護の有る無しで、

負傷者の命が大きく左右されます。 

大地震発生時の対応は「最初の数秒は、自分の命は自分で守る」「次の数分は、

家族の命は家族で守る」「その次の数時間は、地域の命は地域で守る」ことが鉄

則です。万一の際の実行には、日ごろの備えが欠かせません。 

呼吸や脈拍がない場合（成人のとき）   
意識を失っている人がいたら、あおむけに寝かせ、呼吸の有無を調べる。 

呼吸がなければ人工呼吸を、脈拍がなければ心臓マッサージを行う。 

手足の骨折の場合   
添え木をあてて患部を固定する。新聞紙、週刊誌、傘、ダンボールの切れ端

などが、添え木の代用品になる。皮膚が破れていたら清潔な布で覆った後、

添え木をあててタオルやハンカチなどで巻いてしばる。この場合、手当てす

る人は、感染防止のため、ビニール袋に手を入れるなどして手当てし、傷口

に触らない。 

手足の出血の場合   
傷口は心臓より高くし、傷口より大きくて厚みがある清潔なガーゼや布など

を、上からあてて押さえて止血するのが基本。血が止まる程度に圧迫し、強

く巻きすぎない。傷口を心臓より高くすると、止血しやすい。ガラスなどが

刺さった場合、出血が増えるので抜かない。 

やけどの場合   
１５分以上は冷やす。水道水で１５分以上冷やして熱をとる。衣服の下をや

けどした場合、脱がさずに水をかけてよい。冷やした後は患部をむきだしに

せず、清潔なガーゼ、タオルなどで軽く覆い、感染を防ぐ。感染しやすくな

るので、水ぶくれはつぶさない。 
 

 先日配布させていただきました「命のライセンス」をもとに、災害時におけ

る安全の確保をご家族全員で訓練して下さい。 


