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謹謹んんでで年年頭頭のの祝祝詞詞をを申申しし上上げげまますす  
 やっと冬らしい気候となりました。皆様におかれましては、お健やかに 
新春をお迎えのことと存じます。 
 マンション管理の目的が住みよさの確保と建物の保全であることは、誰 
でも知っています。またマンション管理の主役が管理組合であることも、 
多くの人が承知しています。 
 当管理組合では、望ましい運営の為にはよく「話す」・「書く」ことが 
最も重要であると認識し、今年もこの広報活動を続けて行きます。 
 グリーンシティもこの７月で満２０才を迎えます。第１弾として主な修 
繕改修工事について、この２０年間を振り返ってみます。 

昭和６０年 ７月  Ｅ・Ｆ棟入居開始 

   ６２年 ５月  Ｂ棟入居開始 

       ６月  管理組合設立 

      １１月  第１回管理組合通常総会開催 

平成 ４年 ４月  第１回鉄部塗装 

       ６月  西側チェーンゲート設置 

    ５年 ８月  各棟ルーバールーフ取替 

    ７年 ９月  震災復旧工事 

    ９年 ４月  第１回大規模修繕 

       ７月  エレベータ内装改修（セラミックパネル貼り） 

１０年 ５月  避難ハッチ改修（ステンレス製） 
７月  防犯カメラ設置 

           南側チェーンゲート設置 
 １２年 ２月  エレベータホールへの防犯カメラモニター設置 

      １２月  高置水槽方式から給水システムへ変更 
１３年 ４月  インターホン取替、熱感知機取替、玄関スロープ改修 

２００５年（平成１７年） １月 １７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）  

 
 
 明けましておめでとうございます。本年も修繕委員全員で力を合わせ、良好
なマンション生活が維持できるよう努めてまいります。 

集集集会会会所所所バババリリリアアアフフフリリリーーー化化化ににに伴伴伴うううエエエレレレベベベーーータタタ設設設置置置にににつつついいいててて    
 さて、現在集会所の出入については管理棟南側階段を利用しております。 
 健常者であれば階段の昇り降りに負担はないのですが、身障者や高齢者にと
っては非常に危険で、かつ利用しにくいのが現状です。 
 そこで集会所のバリアフリー化を行い、より多くの方々に集会所を利用して
いただけるようエレベータを設置いたします。（総会にて承認済み） 
 工事期間中は何かとご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。
 概略、平成１７年３月末までに設置したく、関係各所と調整中です。 
 詳細は各棟の掲示板に掲示しておりますのでご覧ください。 
 なお設置に当たっては、加古川市集会所整備事業補助金交付を申請する予定
です。 

防防防犯犯犯カカカメメメラララ増増増設設設にににつつついいいててて    
 防犯および夏祭りなどの行事で利用できるように、移動可能なネットワーク
カメラを設置します。（総会にて承認済み） 
 昨今、バイク置場でのガソリン抜き取り行為等が頻発しており、早急に対応
したいと考えております。 

不審者をみつけたら、１１０番通報を！ 

平成１３年 ８月  集会所改修 
      ９月  高置水槽およびルーバールーフ撤去 
     １１月  集合ポスト改修、侵入防止柵設置 
  １４年 ６月  バイク専用置場設置 
      ７月  来客駐車場（有料）運用開始 
     １０月  グリーンネット運用開始 
  １５年１１月  ニューメディア運用開始 

１６年 １月  第３回鉄部塗装、階段床防水および手摺設置 
      ８月  敷地内危険箇所改修 

 今後も管理組合では、長期修繕計画に基づく計画的な修繕及び住み易

い環境作りのための改修を進めます。建設的で前向きな意見には間口を

いつも開いていますので、皆様の声をお聞かせください。よろしくご協

力の程お願いします。 
 
 
グリーンシティでは平成１２年１０月に制定した「一代限りのペット飼

育細則」により、その時点で登録したペット以外は飼育することはできま

せん。 
登録者は、玄関ドアにペットマークが貼ってある住居です。それ以外の住

居でのペット飼育は管理規約違反です。したがって、違反ペット飼育者はす

みやかにペットを処分するか、グリーンシティを退居ください。 
管理組合では、違反ペット飼育をつづける居住者については、氏名公表・

罰則金の徴収・法的措置の適用等を行ないます。 
また、違反ペット飼育の撲滅には居住者の協力が不可欠です！！ 

 
 
昨年１２月２６日（日）に鉄道高架側道建設工事に伴う説明会が開催されま
した。工事区間は、グリーンシティ北側の第二駐車場東端から平野神野線まで
と、平野尾上線旧高砂線の現在通行止めのところです。 
工事日程 １月１５日（土）      工事用機械搬入 
     １月１７日（月）から４月末 工事期間 
工事期間中は、グリーンシティ北側の歩道部分が使用しづらいときがありま
す。また、消防用通路を確保しながら施工されます。 
通学路および駅までの通路については、安全を確保しながら施工するよう強
く要望しました。 
なお、今月末までに側道からグリーンシティへの出入口の位置を決定する必
要があります。 

７（月）



 
 
        Ｄ○○○○ ○○さん   Ｆ ○○○ ○○さん 

 
 
        新年あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 
お楽しみ会のお知らせ 

      日  時：１月２２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、くつを入れる袋、ざぶとん 

     いろいろな催しを計画しています。楽しみにしていてくださいね。 

 
 
 あけましておめでとうございます。今年もグリーンシティの情報誌は居住者

のみなさんのご意見・ご要望・ご感想などお待ちしております。 
今年もよろしくお願いします。             －広報委員会－ 

 
 
 新年あけましておめでとうございます。 
お元気で新春を迎えられ心からお喜び申し上げます。 
 子どもたちを不審者の被害から守るとともに、子どもたちの問題行動を未然

に防ぐために本年も『地域の子どもは、地域で守り育てる』をスローガンに、

地域に密着した補導活動の強化に補導委員一同努める所存です。 
また、子どもの成長にとって大切なことは、何といっても家庭生活のあり方

です。家庭・学校・地域社会が連携し社会状況の急激な変化に対処できるよう、

変わらぬご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 

廃品回収のお知らせ 
       日  時：１月２３日（日）午前８時から 
            雨天時 １月３０日（日） 
       場  所：各棟ゴミステーション 
       １月１１日の立ち当番は次の方でした。 
       ●千代の湯前交差点南側：Ｅ ○○○  ○○さん 
       ●旧平野踏切     ：Ｂ ○○○  ○○さん 

Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。 

 高架側道の工事期間中は、特に安全に注意しながら通学してください。 

なななんんんででで？？？ももも百百百科科科   
お年玉の起源について、教えて下さい。  

神社が分け与えた鏡もち 
慶弔用品製造、販売のササガワ（大阪市）に聞きました。 
鎌倉、室町時代ごろから神社が、その年の神とされる「年神」に奉納
された鏡もちを、参拝者に分け与えるようになったのが、お年玉の始 

まりだそうです。鏡もちは、もともと鏡をかたどったもので、鏡は昔から魂を
映すものとされていたために、「魂＝玉」とも言われていました。 
それは年神の玉なので「年玉」、さらに神様からのお下がりなので「御」をつ
けて「御年玉」となりました。鏡もちを受け取った参拝者の家主は、家族らに
分けて配ったようです。その後、正月の訪問時に「お年始」「お年玉」と称して
贈答物を届けるのが盛んになり、家人あてはお年始、子どもへのおみやげはお
年玉と使い分けるようになったとも言われています。 

 

第３回見守り運動 
期  間：１月２４日（月）から２８日（金） 

           当番の方はよろしくお願いします。 
和菓子作り 

      日  時：１月２６日（水） 
子どもと一緒にストレッチ 

      日  時：１月２９日（土） 午前１０時から１１時３０分 
      場  所：氷丘中学校体育館 
 詳細は後日、学校より配布されます。 

２００５年（平成１７年） １月 １７日 

 
 
◎１Ｆの集合ポストの前で子ども（小学生）がカードゲームをしています。 
 みんなが通る場所なのでじゃまになっていました。公園もあるので、できれ
ばポスト前でするのはやめてほしいです。          Ａ棟居住者 

 
◎フローリングされている家庭が多いと思います。生活騒音でこまっておられ
る方がおられると思います。一度アンケート等、取られたらいかがですか。 
 Ｄ棟のエレベータ横の階段（２階～３階）でおしっこされる方があります。 
 １１月、１２月の２回ありました。こういう場所でおしっこされる方の人間
性を疑います。                      Ｄ棟居住者 

 
◎学習会、夜回り楽しみです。夏休み、どちらも参加しました。 
 冬休みもします。                     Ｄ棟居住者 
 どちらもたくさんの子ども達が参加してくれました。今年もよろしくお願い
します。 

 
◎先日来、第２駐車場にて夜７時から８時頃、自転車で走り回るご婦人を見か
けます。子どもが真似ることもあるので自重されたく思います。Ｆ棟居住者 

 
◎ふれあいもちつき大会たのしみにしています。        Ｄ棟居住者 
 当日は天候にも恵まれ、多数の方に参加していただきました。どうもありが
とうございました。                      自治会 

 
 

  

応募用紙 

１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： １月３１日 
提出場所 ： 管理事務所 

☆正解 ①畑 ②多数決 
正解者２８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 

 
 

 「大災害なんてそう簡単に起こらない」「何十年に一度の災害のために訓練な

んて緊張感がない」という言葉をよく耳にします。自主防災組織の訓練が継続

的に行われない理由の一つであり、地域防災が向上しない要因でもあります。 

確かに、大地震の発生は数十年・数百年サイクルとも言われ、気象観測など

の進歩により、風水害についてもある程度の予知が可能になりました。しかし、

阪神・淡路大震災を誰が予測できたでしょう。昨年の台風２３号の豪雨も、時

間が経てば収まってくると思った人も少なくないと思います。また、大災害を

引き起こしたスマトラ沖大地震・巨大津波は誰も予測できませんでした。災害

はいつ発生するか分かりません。１００年後かもしれませんが、数時間後かも

しれません。 

 グリ－ンシティ防災会では、本年度より、「災害図上訓練ＤＩＧ」を防災訓練

に取り入れ活用していきたいと考えています。「災害図上訓練ＤＩＧ」は、

Disaster（災害）、Imagination（想像力）、Game（ゲーム）の頭文字を取って

名付けられたものです。「掘り起こす、探求する、理解する」という意味の英語

dig に、「防災意識を掘り起こす、地域を探求する、災害を理解する」という意

味を重ね合わせています。 

地震・風水害に加え、社会問題となっている放火火災も想定の対象としてい

ます。防災会役員だけでなく誰もが参加でき、近隣同士でコミュニケーション

を取りながら、地域の防災について楽しくかつ真剣に考えることができます。

また、継続的に取り組むこともできます。地域の特性や実状を取り入れた訓練

を通して、地域の防災コミュニティ形成が一層活発になればと思います。 

 ２００５年もグリ－ンシティ防災会活動に積極的に参加してください。 

 
 
 
 
本年も自治会活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 来る２月１９日（土）午後１時からアーバンボウルにて自治会主催のボウリ

ング大会を以下のとおり開催します。居住者同士のコミュニティの場として奮

って参加してください。ささやかながら賞品を用意しています。申し込みは、

後日配布する申し込み用紙に棟号、氏名、年齢を記入の上、業務時間内に管理

事務所に提出してください。（先着４０名とします） 

日  時：２月１９日（土） 午後１時から 
場  所：アーバンボウル（旧セブンボウル） 
参加資格：グリーンシティに居住する小学生以上の方 
費  用：１，０００円 

①寒ければ寒いほど、あつくなるものな～に？ 
②破れば破るほど、ほめられるのはな～に？ 
 


