
平成１７年  ４月  第１６３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 

 

２００５年（平成１７年） ４月 １１日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

　１（日）

３０（土）

　２（月）

4　月
１１（月）

１２（火）

１３（水）

１４（木）

１５（金）

１７（日）

１９（火）

２０（水）

２１（木）

２３（土）

２４（日）

２５（月）

２６（火）

２７（水）

２８（木）

２９（金）

　３（火）

　４（水）

　５（木）

　６（金）

　７（土）

　８（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

修繕委員会

燃えないごみ収集日

自治会役員会

２２（金）

１６（土）

１８（月）

燃えるごみ収集日

理事会専門部長会

広報委員会

5　月

ペットボトル紙衣類収集日

かん収集日

理事会

環境整備委員会

びん収集日

燃えるごみ収集日

クリーン作戦
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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）  

 
 

集集会会所所エエレレベベーータタ設設置置工工事事がが完完了了  
集会所エレベータ設置工事は、３月２８日に加古川市の建築確認審査を受け

無事完了しました。また、同時にバリアフリー化を行い、すべての人が利用し

やすい集会所に生まれ変わりました。運用方法については、通常施錠を行い使

用者の申請を受けてエレベータの電源を入れる方式とします。なお、使用開始

については、外構工事が完了しだいお知らせする予定です。 

ｂ     ←集会所エレベータ建屋外観 

←エレベータ入口扉 

集会所ホール二重引戸→ 
 

 
 
 
 

身障者及び女子用トイレ内部→ 
（ウォシュレット、非常時呼出ベル、 
自動水栓を完備） 

 恒例となりました「みどりの日クリーン作戦」を以下の要領で実施します。

昨年も子どもと大人を合わせて約１５０名の参加があり、短時間で作業を 
終わることができました。今年もお隣・友だち同士誘い合って参加をお願い 
します。明るく住みよいグリーンシティを創るには、住民一人ひとりの努力 
が必要です。  

開催日時 ： 平成１７年４月２９日（金）  
       午前９時３０分から約２時間程  
       （雨天の場合は５月１日（日）に延期）  
集合場所 ： Ｂ・Ｃ棟間ファイヤーレーン  
内  容 ： 水路・構内清掃および自転車整理ほか 

 
 
「１代限りのペット飼育細則」第９条に基づくペット飼育許可書の更新を

行います。  
日  時 ： 平成１７年４月３０日（土）  
       午前１０時から午後４時まで  
場  所 ： 管理棟２Ｆホール  
必要書類 ： 狂犬病予防注射接種済証明書の写し（犬のみ）  
       最近撮影した登録済ペットの写真 （犬猫共） 

 
 
 ３月２３日（水）にまたＡ棟ゴミステーションで、１８かご中１かご分の

ペットボトルが回収されないという事態が発生しました。理由は前回と同じ

くごみ出しのルールが正しく守られていないためでした。 
 ペットボトルはキャップを取り、ラベルをはがしてから水洗いをし、押し

つぶして小さくして出してください！！ 

 ２００５年度の自転車登録の受付は、３月１９日（土）まででした。グリ

ーンシティでは、前年度約１１００台余りの自転車が登録されていましたが、

３月末現在で約７００台しか登録更新されていません。登録更新が済んでい

ない自転車の所有者は、至急シール（シルバー）を購入して貼付ください。 

シールの販売は、管理事務所で業務時間中行っています。  
 また、不用自転車は、廃棄札を付け４月２９日「クリーン作戦」の日にＦ

棟西バイク置場北側に整理して各自持ち出してください。なお、当日は未登

録自転車を、自転車置場から撤去します。 
 
 
 平成１７年４月１日からペイオフ制度が全面解禁されました。    
 グリーンシティでも管理費等の多額の預金があり、この度「無利息型普通

預金口座」を但陽信用金庫で開設しました。これは、決済用預金ですので、

全額が保護されます。残念ながら利子は付きませんが安全です。 
 
 
最近契約駐車場での車両の置き間違えが多発しており、この場合の処置に

ついてお知らせします。 
管理事務所の業務時間内であれば、間違い車両の車両番号と契約駐車シー

ルの番号を連絡してください。業務時間外の場合は来客駐車場を利用いただ

き、後日管理事務所に以下のものを持参し精算してください。 

１．ご自分の契約駐車場番号 
２．間違い車両の車両番号 
３．間違い車両の契約駐車場シール番号 
４．来客駐車場利用料領収書 

申請された方の来客駐車場利用料金は全額返金します。 

 
集会所を一人でも多くに方に利用していただきたく、エレベータの設置とバ
リアフリー化を行いました。特に身障者や高齢者および子どもたちにも利用し
やすい集会所にするため、この度エレベータの竣工を記念してビデオ鑑賞会を
開催します。 
開催日時 ： ４月２９日（金） 午前１１時３０分から１時間程度 

           その後はご歓談時間とします（１時間程度）  
開催場所 ： 管理棟２Ｆホール 
開催内容 ： ビデオ鑑賞会（漫才等を準備しています） 

 お茶やお菓子は用意していますので、ご近所お誘いあわせの上多数の方の参
加をお待ちしています。 

ビデオ鑑賞会 



 
 

Ｂ○○○○ ○○さん   Ｅ ○○○ ○○さん 
Ｅ○○○○ ○○さん   Ｆ ○○○ ○○さん 

 
 
 
 新一年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。５月１５日（日）少年

団交流会（ボウリング大会）で上級生のお友達と楽しく遊びましょう。詳しく

は、ニューメディアでお知らせします。 

 
        地区代表    Ｄ○○○○  ○○ 
        副代表     Ｅ ○○○  ○○ 
        会計・Ｅ棟長  Ｅ ○○○  ○○ 
        Ａ・Ｇ棟長   Ｂ ○○○  ○○ 
        Ｂ棟長     Ｂ ○○○  ○○ 
        Ｃ棟長     Ｂ ○○○  ○○○ 
        Ｄ棟長     Ｄ ○○○  ○○ 
        Ｆ棟長     Ｄ○○○○  ○○ 
本年度もご協力お願いします。 

 
 
今年は桜の開花が遅くなりましたが、皆さんお花見はされましたか？春爛漫を

楽しんだ後は緑の季節です。大きく深呼吸をし、自然の息吹を味わいましょう。

                            －広報委員会－ 

なななんんんででで？？？ももも百百百科科科   
お湯を沸かしている最中より、火を止めた後に湯気がたくさん出るの
はなぜですか。 

   大阪ガスに聞きました。水が沸騰 
した時に出る「水蒸気」は目に見 
えない気体です。これが冷やされ 

ると、水の分子が凝縮して小さな水滴の集 
まりである「湯気」になり、見えるように 
なります。鍋でお湯を沸かすと、加熱して 
いる間は、コンロで周りの空気も温められるため水蒸気は熱いまま立ち上って

いきます。一方、火を止めると、周りの空気が室温に近づき、水蒸気は立ち上

るにつれて冷やされて湯気に変わります。湯気は周囲の温度が低いほど、多く

なるので、火を止めた後の方がはっきり見えるわけです。 

 
 
 ３月１０日（木）に本年度総会も無事に終わりました。一年間ご協力ありが

とうございました。平成１７年度新役員を紹介させていただきます。 
  常任委員     （愛護・保体） Ｄ ○○○  ○○○○○ 
  副常任委員・Ｂ棟長（愛護・保体） Ｂ○○○○  ○○ ○○ 
  Ａ・Ｇ棟長    （厚生）    Ｅ ○○○  ○○○○○ 
  Ｃ棟長      （人権同和）  Ｃ○○○○  ○○○○○ 
  Ｄ棟長      （厚生）    Ｄ ○○○  ○○ ○○ 
  Ｅ棟長      （総務部）   Ｅ ○○○  ○○ ○○ 
  Ｆ棟長      （広報）    Ｆ ○○○  ○○ ○○ 
           （研修）    Ｆ ○○○  ○○ ○○ 
           （研修）    Ｄ○○○○  ○○ ○○ 
 本年度も昨年度同様よろしくお願いします。 

４月６日（水）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。 

２００５年（平成１７年） ４月 １１日 

 
 
◆毎日午後６時半頃、Ｄ棟ゴミステーション前にワイン色の姫路○○○さ○○

－○○の車が停まっています。Ｄ棟に行かれているようですが、何とかなり

ませんかね～！                      Ｄ棟居住者 
当該住戸に是正するよう連絡します。             管理組合 

◆エレベータの点検中にベビーカーを押していた私に、「下まで持って降りて

あげようか」と声をかけてくださった方がいらっしゃいました。そのときは

お断りしたのですが、お気持ちとても嬉しかったです。ありがとうございま

した。                          Ａ棟居住者 

◆以前からＤ棟１４階エレベータ前で高校生のグループがたむろして、喫煙や

痰を吐くため常にエレベータ前が汚れています。平日の昼や夕方、人の少な

い時間帯で、春休みになり回数もひんぱんになり、人数も増え、怖くて外に

出られない時もあります。声をかけたり、見回りの方に注意してもらう等、

自分達でできる限り解決しようとしましたが、これ以上どうして良いかわか

らず対応に苦慮しています。ご助言をいただきたくよろしくお願い致します。

                              Ｄ棟居住者 
危険を感じるようでしたら、まず警察へ連絡してください。管理組合役員も

会議終了後に見回っていますが、時間の特定ができません。できれば目撃し

た日時を連絡していただければ、防犯カメラで確認することができます。  

管理組合 

◆１階のエレベータホール、とても明るくなりました。防犯面でも大いに役立

つのではと思います。                Ｂ棟・Ｄ棟居住者 
 光のやわらかな電球色に変更しました。            管理組合 ① 目で見ないで手で見るもの、な～にかな？ 

② ネズミがくちびるにくわえている花、な～んだ？ 

  

応募用紙 

４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： ４月３０日 
提出場所 ： 管理事務所 

☆正解 ①かさ ②消しゴム 
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 

 
 
ももししもものの為為にに、、防防災災情情報報のの入入手手先先をを知知っってておおここうう！！  

★★携携帯帯版版ググリリーーンンシシテティィ防防災災情情報報発発信信  
 グリーンシティでは以前から緊急情報や防災情報を、グリーンネット（パソ

コン）やニューメディアシステム（テレビ７ｃｈ）などで、居住者の方々にお

知らせしています。さらに新しく携帯電話用の防災情報のホームページができ

ました。災害時にはグリーンシティの細かな情報を発信いたします。また、そ

の中には命のライセンス携帯版や心肺蘇生法携帯版なども掲載しています。 
 
携帯電話のインターネットＵＲＬに以下のよう

に打ち込んでください。 
http://www.greencity.gr.jp/kinkyu.htm 
または、左のＱＲコードをご利用ください。 

 
  
★★台台風風・・地地震震ななどどのの災災害害時時にに役役立立つつ「「防防災災ネネッットトかかここががわわ」」がが開開設設  
 地震や台風などの災害が起きたとき、携帯電話やパソコンを使って、避難情

報などを見ることができるホームページ「防災ネットかこがわ」が４月１日か

らスタートしました。携帯電話のメールアドレスを登録した人には、避難勧告

などの緊急情報が更新されるたびに、自動的にメールが届けられるので、いち

早く確実に最新情報を得ることができます。 
 また、「防災ネットかこがわ」には、休日の救急医療機関の案内や、市内で行

われるイベントの情報なども掲載されるようです。 
ほかにも、地震情報（震度４以上）や津波に関

すること、大雨などの気象警報についてもお知

らせするサービスがあります。 
「防災ネットかこがわ」ホームページＵＲＬ 
http://bosai.net/kakogawa/ 
または、左のＱＲコードをご利用ください。 

 
 
 グリーンシティを守るのは、グリーンシティ

に住むすべての人の力です。「グリーンシティ

あいさつ運動」の実行が、このグリーンシティ

を守ります。明るく笑顔で、子どもたちにも負

けないあいさつをしましょう。これからも防犯

防災にご協力をよろしくお願いします。 
防災会主催のサッカーワールドカップ観戦

会にたくさんの方々に参加していただきあり

がとうございました。次回をお楽しみに！！ 

 
 

 

 加古川市の新行政協力委員を募集しておりましたが、残念ながら応募者がい

なかったため、３月度の自治会役員会で話し合った結果、以下の方々にお願い

することになりました。 

人権啓発推進員 

Ｃ○○○○ ○○さん  Ｅ ○○○ ○○さん 

社会教育・福祉教育推進員 

Ｂ○○○○ ○○さん  Ｃ ○○○ ○○さん 

保健衛生推進委員 

Ｃ ○○○ ○○さん  Ｄ ○○○ ○○さん 

Ｄ○○○○ ○○○さん 


