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 晴天の中ゴールデンウィーク初日ではありましたが、参加者１００名 

（大人６４名、子ども３６名）の参加にて「クリーン作戦」を行いました。 

敷地周り水路の清掃、敷地内外のゴミ拾い、未登録自転車の駐輪場から 

の撤去を、それぞれの方々が手際よく作業を分担して約２時間で終わるこ 

とができありがとうございました。 

多彩な方が住むグリーンシティならではの底力を見る思いでした。これ 

からもグリーンシティでは、色々な行事を企画しますのでぜひ出席をお願 

いします。 

みんなの力でグリーンシティを住みよい町にしましょう 
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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）  

 
 

棟棟棟内内内共共共用用用灯灯灯取取取替替替・・・分分分電電電盤盤盤更更更新新新工工工事事事進進進捗捗捗状状状況況況    
 標記工事の進捗状況（４月末現在）をお知らせします。 
１．棟内共用灯取替工事 
  工事内容：各棟共用灯（廊下灯）の取替 
  進捗状況：予定通り完了 
２．漏電遮断機能付分電盤更新工事 
  工事内容：各戸の分電盤を漏電遮断機能付分電盤に取替 
  進捗状況：約６０％完了（５月２５日完了予定） 
  棟別状況：Ａ棟 ９３％  Ｅ棟  ２％ 
       Ｂ棟 ９４％  Ｆ棟  ３％ 
       Ｃ棟 ９５％  Ｇ棟  ０％ 
       Ｄ棟 ５９％ 
   各住戸へは事前に案内をしておりますので、スケジュールの調整をお願
いいたします。 

 例年のことですが、管理組合事業の推進に非協力な住戸があります。 
本工事はグリーンシティの安全、および資産価値向上への重要な工事ですの
で、その趣旨をご理解いただきご協力をお願いします。このまま連絡もなく工
事を拒否されると、当該組合員の自費での工事はもとより、漏電事故などが発
生した場合は、影響住戸への損害賠償の責を負っていただくことになります。 

共共共聴聴聴設設設備備備ののの改改改修修修にににつつついいいててて    
 地上波デジタル化によるグリーンシティ共聴設備への影響が見えないため実
施を先延ばしにしてきましたが、本年２月よりＢＡＮＢＡＮテレビがデジタル
放送を開始したことにより、不具合箇所が見えてきました。今後は不具合原因
の調査を進め、適切な改修を実施していく予定です。 

 

 廃棄札付き１４台、無登録２８台、登録未更新３１台の自転車を駐輪

場から撤去しました。毎年「クリーン作戦」での撤去自転車は、加古川

市の協力で一斉に処分できています。しかしながら、来年からこの援助

も打ち切られ、自分で環境リサイクルセンターに持ち込まねばなりませ

ん。不用になった自転車は、「粗大ゴミの日」に必ず処分ください。 
 
 
 
 この４月１日から「個人情報保護法」が施行されました。グリーンシティ

管理組合でも、組合員名簿や入居者名簿をはじめ、自動振替用の預金口座、

さらには防犯カメラ映像までさまざまな個人情報を取扱っています。管理組

合は、個人情報の取扱い量が５千人を超えることはないため、この法律の適

用を受けることはありません。しかしながら管理組合ではこれらの個人情報

を保護するため、管理組合運営の目的に限定して使用させていただきます。 
 また、管理業務を（株）ジャーネットシステムに一部委託しております。

この管理会社に対しても個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切

な監督を行っていきます。 

 
 

高高高架架架側側側道道道整整整備備備工工工事事事にににつつついいいててて    
１．区画１号線（グリーンシティ北側、西行一方通行道路） 
  加古川市の説明では、工事は当初予定を約１ヶ月遅れで５月末の完成を目

指しているとのことでした。高架下に幅約４ｍの西行一方通行の車道、約１．

７から４．０ｍ幅の歩道、植栽帯ができグリーンシティ敷地の歩道縁石に接

する形状となります。 
側道への出入口は、Ｆ棟西端に歩行者対象用とＥ・Ｆ棟ファイヤーレーン

及びＤ棟東端外周道路に緊急車両進入用となります。一般車の通行はできな

いようバリカー等を設置します。 
２．平野尾上線（グリーンシティ西側） 
高架側道に接続する対面各一車線の車道、植栽、歩道ができ、歩道と水路

の間には平板タイルを張る空地（３本の高木と２ヶ所の自然石ベンチを設置

予定）と水路前に高さ１．５ｍのフェンスが設置されます。 
これらの工事も５月末完成予定で進められています。 



 
 
        Ｂ○○○○ ○○さん  Ｆ ○○○ ○さん 

 
 
 ４月６日（水）の始業にあわせてグリーンシティの登校班を決め、平成１７
年度のＰＴＡ活動がスタートしました。 
●４月１１日（月）より新一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。 
●自然学校期間中は５年生が登校班より抜けます。 
自然学校 ５月２４日（火） から ５月２７日（金） 
代休   ５月３０日（月） 

 ５月６日（金）の立ち当番は次の方でした。 
  千代の湯前交差点南側 Ｆ ○○○  ○○さん 
  旧平野踏切      Ｃ ○○○  ○○さん 
 Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。 

 
  平成１７年度氷丘中学校ＰＴＡ地区役員になりました。 

     地区 代表  Ｄ ○○○ ○○ ○○ 
        副代表  Ａ○○○○ ○○ ○○ 
         〃   Ｄ○○○○ ○○ ○○ 
     一年間よろしくお願いします。 

 

クリーン作戦で、とてもきれいなグリーンシティになりました。いつもこの

ような状態が維持できればいいですね。          －広報委員会－ 

なななんんんででで？？？ももも百百百科科科   
盲導犬はどうして目の不自由な方が行きたい場所がわかるのですか。 
道路の曲がり角などを、どんな方法で犬に教えているのでしょう。 

使用者が声と動作で命令 
関西盲導犬協会に聞きました。盲導犬は行きたい場所を知っていて、 
使用者を連れて行くわけではありません。盲導犬の大きな役割は 
〈１〉道の左側に沿って歩き、曲がり角を教える 
〈２〉段差を教える 
〈３〉障害物を回避する――の三つです。 

行きたい場所への道順は、使用者が犬の動きや周囲の音などから判断し、記
憶にある道順と照らし合わせながら、どちらに進むのかを声と動作で命令して
歩いています。しかし、歩道に自転車などの障害物があると、進む方向が分か
らなくなります。道路を渡るタイミングも使用者が自動車の音で判断していま
す。もし困っている人がいれば、「お手伝いしましょうか」と、声を掛けてみる
とよいでしょう。 

 
 

高高齢齢者者のの実実態態把把握握ににつついいててののおお願願いい  
 加古川市では福祉施策の基礎資料として、また見守り活動の一環として以下

の実態調査をしています。 
 ６５才以上で以下に該当する方は民生児童委員までお知らせください。 

１．寝たきり 
２．認知症（痴呆） 
３．寝たきりかつ認知症 
４．ひとり暮らし 
５．夫婦のみの世帯 

 民生児童委員 Ｄ ○○○ ○○ ○○－○○○○ 
Ｅ○○○○ ○○ ○○－○○○○ 

 

少年団交流会（ボウリング大会）のお知らせ 
開催日時    ５月１５日（日） 午後１時から 

   交流場所    アーバンボウル（旧セブンボウル） 
集  合    Ｃ・Ｄ棟間に午後１２時３０分 
持 ち 物    ナップサックなどの袋・靴を入れるビニール袋  

地区対抗ドッジボール大会のお知らせ 
開 催 日    ６月 ５日（日） 雨天延期 ６月１２日（日）  
大会場所    氷丘南小学校 
集  合    Ｃ・Ｄ棟間 午前８時２０分 
服装、持ち物  体操服、タオル・水筒（飲み物）  
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◎友人が自転車で来て駐輪場に止めていたのですが、「シール更新」の紙が貼ら
れていました。グリーンシティ以外の人が来た時はどこに止めたらいいので
すか？                          Ａ棟居住者 
 管理事務所に相談してください。管理事務所が業務時間外の場合は受け入れ
住居で「来訪者」であることが判るように処置してください。  管理組合 
◎最近「日本テレコムのおとくライン」や「ＫＤＤＩ」に切り替えの勧誘があ
りますが、ＮＴＴをやめて変更したらパソコンのグリーンネットは使えなく
なりますか？                       Ｄ棟居住者 
 グリーンネットは電話回線を利用していませんので、電話会社を変更しても
そのままで利用可能です。                  管理組合 
◎Ｃ棟とＤ棟間の通路でボール遊びをする子ども達を見かけますが、人が通行
中は一時中断してほしいと思います。ちなみにボールが足に当たりました。 
                              Ｄ棟居住者 
 子どもたちへ、人が通行中はボール遊びは中断してね。またこのような場面
に遭われた方は「ひとの迷惑になることはやめよう！」と声をかけてくださ
い。                            管理組合 
◎Ｄ棟のエレベータで折りたたみ自転車（？）のような自転車に乗って降りて
くる２０才くらいの女の人を２回見かけました。折りたたみ自転車ならシー
ルを買わないで家に置いておくのは良いのでしょうか？ 
 エレベータの中から乗った状態で降りてくる。そして、乗ったままエレベー
タで上がっていかれるのはどうでしょう？マナーがわかっておられない様な
ので、エレベータに貼り紙をして注意して頂きたく思います。 Ｄ棟居住者 
 エレベータ内には防犯カメラが設置されておりますので、目撃された日時を
お知らせください。                     管理組合 

① 台所で目が回るほど忙しく仕事してるのに仕事せんと言われるのなーに？ 
② ばちがあたると大声で泣くのな～に？ 

  

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湯加減、手相など ②チューリップ 
正解者 １８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 

 

 

 

 すべての人が利用しやすい集会所を目指して設置を進めていた、エレベータ
とバリアフリー工事の竣工を記念して、お年寄りと子ども達を対象にしたビデ
オ鑑賞会を実施しました。お年寄りの方には「青い山脈」子ども達には「スチ
ームボーイ」を上映し、多くの方に喜んでいただきました。お年寄りの方々に
はエレベータやバリアフリーも体験してもらいとても好評でした。 
 今後もお年寄りの方のふれあいの場として、月に１回程度の鑑賞会を実施し
ますので、見たい映画があれば自治会 
まで連絡ください。 
 また、ＰＴＡや少年団にも有効活用 
してもらいたいと考えています。 
なお、今回の集会所改修については 
加古川市地域振興課から満額の３００ 
万円を補助していただきました。 

 
 

効果的な防災訓練「ＤＩＧ」 
加古川グリーンシティでは、今年から「ＤＩＧ」（災害図上訓練：Disaster

Imagination Game）という方法を防災訓練として取り入れようとしています。
「ＤＩＧ」は、大きな地図をみんなで囲み、地図上で災害対策本部運営のシ
ミュレーションを実施することによって、災害に対してどう備えるかを学ぶも
のです。 
災害を過剰に恐れる必要はありません。いま、私たちに必要なのは、「災害を

正しく恐れること」「災害に対して普段の生活の中で楽しく備えること」ではな
いでしょうか。 
災害対策には唯一絶対という方法はありません。なぜなら、災害はそれぞれ
違う顔を持っていて、被災者も救援者も災害ごとに異なっているからです。必
要なことは、災害時に想定されるあらゆることについて想像力を豊かに働かせ
て、可能な限り「災害時の選択肢」を事前に考えておくことです。 
「ＤＩＧ」は準備が簡単で、お金もかからず、災害の程度や参加者の立場に
よって自由な設定やアレンジが可能です。作業を進めていけば、自分たちの住
む街や、助けを求めている人の住む街がどのような状態になっているのかを再
発見できたり、地図が何を訴えてきているのかが理解できるようになるはずで
す。 
しかも、「ＤＩＧ」は作戦会議のようなもので、非常事態ということを想定す
れば、誰でも何かしら言いたくなるはずです。個人と個人の意見がぶつかりあ
うことで参加意識は高くなり、災害の対応や救援活動などについて、様々な考
え方があるということも自ずと理解できてきます。そして、その意見交換から
よりよい防災活動の在り方 
がイメージされていくこと 
になるのです。 
今後は、グリーンシティ 
居住者の幅広い年代層の多 
くの方々に参加していただ 
き、経験や知恵をお借りし 
たいと思いますのでよろし 
くお願いします。 
 

「ＤＩＧ」実践風景 於：集会所ホール 


