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第第第２２２０００期期期管管管理理理組組組合合合通通通常常常総総総会会会ががが終終終わわわりりりままましししたたた   

 １１月２６日（土）午後７時から集会所ホールにて、加古川グリーン

シティ管理組合第２０期通常総会が出席２５名、委任状出席４７９名、

合計５０４名の組合員出席のもと開催されました。全ての提案議案が出

席組合員全員の賛成で承認、可決されました。 

 第３号議案の可決に伴い第２１期管理組合新役員が以下のように決ま

りました。 

          第２１期新役員 
 新理事     Ｂ ○○○ ○  ○○  氏 

         Ｄ ○○○ ○○ ○○  氏 

         Ｄ ○○○ ○○ ○○○ 氏 

         Ｅ ○○○ ○○ ○○  氏 

         Ｆ ○○○ ○○ ○○  氏 

 ２期目再任理事 Ａ ○○○ ○○ ○○  氏 

         Ｂ ○○○ ○○ ○   氏  

 新監事     Ｂ ○○○ ○○ ○○  氏 

         Ｄ○○○○ ○○ ○○  氏 

 ４期目再任監事 Ｂ ○○○ ○○ ○○  氏 

 なお、第４号議案の１と２は、特別決議（組合員総数及び議決権総数の

４分の３以上の賛成）として承認、可決され、「加古川グリーンシティ管

理組合」は、「団地管理組合法人加古川グリーンシティ」と改め、法人格

の取得を行います。また、これに伴い管理規約等の見直しを行い改正しま

した。新しい規約集は、印刷できしだい全組合員に配付しますので、新規

約と旧規約を十分読み比べて内容を理解していただくようお願いします。

２００５年（平成１７年）１２月 １２日 
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理事会専門部長会
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理事会

ペットボトル・紙・衣類収集日
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修繕委員会
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天皇誕生日 もちつき大会
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氷丘地区年賀交歓会

管理事務所休み

冬休み学習会・夜回り
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NNNooo...            

  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）  

 マンションで生活して行く上では、規約を理解し確認しておくことは、

居住者として最低限の義務です。今回の総会の出欠票においても約８０名

の人が再三再四の要請にもかかわらず、提出されませんでした。「人と関わ

りたくないからマンションに入っている」と主張する人がいますが、最低

限の義務を果たせない人は、マンションに住むべきではないと思います。 

 また、総会終了後引き続いて第２１期の第１回理事会が開催され、以下

の体制が決定しました。 

          第２１期理事会 
    理事長           ○○ ○○ 氏 
    副理事長（修繕委員長）   ○  ○○ 氏 
     〃  （広報委員長）   ○○ ○○ 氏 
     〃  （自治会担当）   ○○ ○○ 氏 
    会計            ○○ ○○ 氏 
    書記            ○○ ○○ 氏 
詳細については後日お知らせします。 

 
 
 

埋埋設設部部雑雑排排水水管管（（１１ＦＦ部部分分））改改修修工工事事ににつついいてて  
 １１月１６日までに以前からお知らせしておりました緊急を要する改修

工事４箇所が完了いたしました。当該住戸の方には紙面にてご協力感謝いた

します。引き続き、総会（第４号議案５－②）で承認されました「補修が必

要と判断される箇所」につき、改修を実施する予定です。 

 
 
 今月から新企画として、我々の生活に必要不可欠なグリーンシティ内の設備
や施設をご紹介していきたいと思います。名付けて「ディスカバー・グリーン
シティ」。第１回目は「消防設備」です。 
 万が一火災が発生した場合、我々が自分でできることは初期消火、そして消
防が到着すると消防隊が消火活動を実施します。さて、この初期消火や消火活
動はどのような設備を利用して行われるのでしょうか。それをこれから一緒に
見ていきましょう。 
１．消火器・屋内消火栓 
 初期消火は消火器や屋内消火栓を使用して行います。 
 消火器は各家庭に常備？しているものや共用廊下に
あるものを使用します。大きな棟だと１フロアーに３本
設置されています。 
 屋内消火栓とは、自衛消防隊（居住者全員で構成する
組織）が使用できるようになっている設備です。グリー
ンシティの場合１１階以上の共用廊下に設置されてい
ます。 

２．連結送水管 
 連結送水管とは、消防隊が本格的な消火活動を行う際
に消火用水を火災が発生した階まで送水するための設
備です。それらは送水口、放水口、放水用器具格納箱等
から構成されており、火災の際には消火栓から消防ポン
プ車を中継して送水口を通じて送水し、消防隊が放水口
にホースを接続すれば放水できるようになっています。 

３．避難はしご 
 避難はしごは各棟の端部屋に設置されています。非常
時に玄関から逃げられない場合は、バルコニーのパーテ
ィションボードを破って隣家へ避難します。同一階の住
戸から避難できない場合は、端部屋の避難はしごを利用
して階下へ避難できます。 

 さて、普段はあまり気にして見ていませんが、このように
グリーンシティには我々の生活に必要な設備がたくさん設
置されています。 
 次回は「エレベータ設備」について見ていきましょう。 
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           Ｅ ○○○  ○○さん 

 
 
 ＰＴＡ会員の皆様には、師走の慌ただしい中、平成１８年度の新役員選出に

ご協力いただきましてありがとうございました。 
 子ども達も大きな行事が多い２学期を過ごし、貴重な体験を基に楽しい思い

出ができたことでしょう。 
 今年も残りわずかとなりましたけれども、ひきつづきＰＴＡ活動にご理解と

ご協力をお願いします。 
≪廃品回収のお礼≫ 

 １１月１９日（土）の廃品回収には多数の方にご協力をいただきましてあり

がとうございました。 

 １２月１日（木）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 
  ◎Ｆ棟横横断歩道     Ｇ ○○○   ○ さん 

 Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。 
 下校時の立ち当番も引き続きご協力をお願いします。 

 
 
 今月より新理事による管理組合の運営がスタートしました。理事全員、一丸

となって取り組んでいきますので皆さんのご協力、ご支援をよろしくお願いし

ます。                         －広報委員会－ 

なななんんんででで？？？ももも百百百科科科   
虫歯・歯周病防ぐ歯磨き剤 

歯磨き剤で、「虫歯予防」と「歯周病予防」が一緒にできるものがある
のですか。両方の効能をうたったものがないように思うのですが。 

成分の同時配合可能 
    メーカーに聞きました。虫歯予防をうたった歯磨き剤の多くは、汚

れを除去するフッ素が含まれています。一方、歯周病予防や歯肉炎防
止をうたった歯磨き剤には、歯周病菌を殺す殺菌剤が含まれています。

このフッ素と殺菌剤は、同時に配合できます。歯周病予防をうたった歯磨き
にも、フッ素は含まれています。 
ただ、「効能を絞った方が、消費者が買いやすいのではないか」と考えている
メーカーが多く、商品の特性として「虫歯予防」や「歯周病予防」など、一つ
の効能を前面に出すことが多いのだそうです。ほかには「口臭予防」や「（歯の）
美白効果」などがあります。 

 
 

廃品回収のお知らせ 
日時：平成１８年１月２２日（日） 午前８時 
場所：ゴミステーション 

 当日の午前８時までに出してください。中学生のいらっしゃるご家庭は積み
込みを手伝ってください。ご協力をお願いします。 

 ２学期終業式は１２月２２日（木）です。 

みんなで夜回りをしましょう 
       期  間：１２月２６日（月）から３０日（金） 
       集合場所：集会所 和室 
       集合時間：午後９時（約１時間程度巡回します） 

「「「地地地域域域ののの安安安全全全ははは、、、自自自分分分達達達ででで守守守るるる」」」ををを合合合言言言葉葉葉ににに    

２００５年（平成１７年） １２月 １２日 

 
 

お餅による窒息をなくしましょう！ 
日本ではお正月に餅料理を食する食文化があるため、この時期多くの高齢者

がお餅をのどに詰まらせ、窒息するといった事故が毎年後を絶ちません。 
 高齢者は噛む力や飲み込む力が弱く、また詰まりかけたときにむせる反応も

弱いため、多く発生する傾向があります。 
 餅ばかりでなく肉、コンニャク、里芋など様々な食べ物による同種の事故が

一年を通して発生しており、死亡してしまうこともあります。 

窒息事故を防ぐために 
１．餅・肉等は、小さく切って食べやすい大きさにしましょう 
２．急いで飲み込むことなく、ゆっくり噛んで食べるようにしましょう 

窒息時の応急手当 
せきをさせる  
せきをすることができるなら、せきを続けさせる 
 
背中をたたく（背部叩打法） 
１．手前に引き起こして横向きにし、自分の足で詰まらせた人の胸を支える 
２．片手で詰まらせた人の顔を支える 
３．もう片方の手の付け根で、詰まらせた人の肩甲骨と肩甲骨の間を強く４～

５回、叩く 
４．口の中をのぞき異物が見えれば，顔を自分の方に向ける  
５．清潔なガーゼ・ハンカチ等を指にまきつけ異物をかき出す 

 
 
☆先日の管理組合通常総会において、２１期はパソコンの講習会を時々開いて
くださるようなお話でしたが、大変ありがたいことなので、ぜひ実現してい
ただきたいと思います。                  Ｂ棟居住者 
☆「となりのトトロ」を見ました。おもしろかったです。今度は「ハウルの動
く城」を見たいです。                   Ｃ棟居住者 
 リクエストに答えられるよう、計画したいと思います。      自治会 
☆雑排水管清掃、平日に実施されても仕事が休めないので、土・日に実施して
もらいたい。                       Ｅ棟居住者 
 工事の内容からして、どうしても日時を指定せざるを得ません。年１回の対
応ですので、なんとかご協力をお願いします。         管理組合 
☆「グリーンだより」に家庭でできる省エネのコーナーを作ったら良いと思い
ます。                          Ｃ棟居住者 
 検討したいと思います。みなさんの家庭で工夫されておられる省エネがあり
ましたら、広報委員会までご連絡ください。         広報委員会 
☆「ふれあいもちつき大会」楽しみにしています。       Ｄ棟居住者 
１２月２３日（祝）がいいお天気になるよう祈ってください。   自治会 
 

①いち枚だと切れないけど、たくさんあると切れるものなーに？  
②白い服に真っ赤な顔、涙を流すのなーんだ？    今月はノーヒント 

  

応募用紙 

１２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：１２月２９日 
提出場所 ： 管理事務所 

☆正解 ①イルカ ②カレイ 
正解者２７名のうち厳正な抽選の結果５名の方に図書券を贈呈します。       

① 

② 

 
 
 
 
 年末、恒例となりました「ふれあいもちつき大会」を以下のとおり実施しま

す。最近、めったに体験できない「おもちつき」を子ども達に体験してもらい

ます。グリーンシティのお年寄りから子ども達に教えてください。 
つきたてのお餅をきな粉や大根おろしにつけて、その場で味わえます。地域

のふれあいの場としてたくさんの方々の参加をお待ちしています。特に「つき

手」不足のため若い男性（中高生もＯＫ）の参加と、おもちつきに詳しいお年

寄りの方の参加を期待しております。 

日 時：１２月２３日（祝） 
    午前１１時から 
場 所：Ｃ・Ｄ棟間 
 
 

 
 年末になって金銭に関わる問題が多くなる季節ですが、グリーンシティの近

隣でも「民生の仕事やお手伝いをしています。」といって信用を得、お金を借り

ている方があるという話を耳にしました。このようなことやその他悩まれてい

ることがありましたら、私たちとお話をしてみませんか？ 
直接来ていただいても、電話や手紙でも結構です。解決の糸口が見えてくる

かもわかりませんよ。 

自 治 会 長：Ｄ○○○○ ○○（ ○○－○○○○） 
民生児童委員：Ｄ ○○○ ○○（ ○○－○○○○） 

            Ｅ○○○○ ○○（ ○○－○○○○） 
民生協力委員：Ｂ ○○○ ○○    Ｄ ○○○ ○○ 

            Ｅ ○○○ ○○    Ｅ○○○○ ○○ 

 
 

今回も以下の期間に行う予定ですので、教科書、ノート、 
宿題等を持って集会所ホールに集まってください。 
もちろん無料です。 

期 間：１２月２６日（月）から２９日（木） 
時 間：午後２時から午後６時 


