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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）  

 この度、グリーンシティ防災会が「第１０回防災まちづくり大賞」におい

て、総務大臣賞を受賞しました。 

 「防災まちづくり大賞」は、地方公共団体や自主防災組織等における防災

に関する優れた取り組み、工夫・アイデア等、防災に関する幅広い視点から

の効果的な取り組みを推奨し、もって地方公共団体等における災害に強い安

全なまちづくりの一層の推進に資することを目的として平成８年度から実

施されているもの ㈶です。総務省消防庁、 消防科学総合センター、住宅防火

対策推進協議会の主催により、一般部門、防災情報部門、住宅防火部門の３

部門に対して表彰されました。 

 加古川グリーンシティ防災会は、“～防災の輪広げるコツ～「楽しく防災

活動をやろう」”というテーマで一般部門の総務大臣賞をいただきました。

これは、皆さんが生活しているグリーンシティが日本一になったということ

です。皆さん本当におめでとうございます。引き続き楽しく防災活動を推進

しましょう。 

【表彰式秘話】 

１．皆さん竹中総務大臣ってテレビで見るより背が高いんですョ。性格よ

さそうな人でした。 

２．竹中大臣と消防庁長官は公務のため表彰式に遅れましたが、記念撮影

と懇親会には参加されました。しかし残念ながら大臣はほんの１５分

で退席されました。残念。 

３．板倉消防庁長官は三木市のご出身だそうです。「加古川からご苦労様

です」と気さくに声をかけていただきました。 

皆さんのおかげで、感激の一日を体験させてもらいました。心より感謝い

たします。なお、活動内容の詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。 

http://www.greencity.gr.jp/greencity_bousaikai/index.html#torikumi_koukai

平成１８年３月２３日 東京全日空ホテル グローリーにて 
表彰を受ける大西防災会長と木村理事長  竹中総務大臣と談笑する二人 

 
 
 
居住者の方から「Ｄ棟北東角歩道から自転車で

ＪＲ側側道に降りられない」とのご意見があり、

グリーンシティの歩道を切り下げる工事を検討し

ています。大きな工事も小さな工事も、グリーン

シティを安全で住みよい環境に改善していきます

ので、みなさん、気になる場所があればお知らせ

ください。 
 
 
 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、住民一人ひとりの協力が必要です。

開催日時 ： 平成１８年４月２９日（土）  
       午前９時３０分から約２時間程  
       （雨天の場合は４月３０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・敷地内清掃および自転車整理ほか 

 また、クリーン作戦終了後に登録シール未貼付自転車を、自転車置場から撤

去します。不用自転車には廃棄札を付け、所有者が責任を持ってＦ棟西バイク

置場北側に移動・整理してください。 
グリーンシティでは、前年度約１０００台余りの自転車が登録されていまし

たが、４月１日現在で約７５０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（きいろ）を購入し貼付してくださ

い。 
 
 

日  時 ： 平成１８年５月１日（月） 
 午前１０時から午後４時 

この時間帯内でご都合のよい時に集会所ホールへおいでください。 
なお、パソコンはできるだけご自分のものを持参ください。不可能な方は、

管理組合で準備します。（ただし旧機種になります） 
 
 
「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１８年５月７日（日）  
       午前１０時から午後４時まで  
場  所 ： 集会所ホール  
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） 

 
 
 管理組合の法人格取得に伴う新「管理規約」が組合員全員に配付されました。

今までの規約と差し替えの上、大切に保管し活用していただきたいと思います。



 
 

Ｄ ○○○  ○○さん 

 
 
３月１７日（金）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１8年度新役員を紹介させていただきます。 
常任委員 Ａ・Ｇ棟長（愛護・保体） Ｇ ○○○  ○○ ○○さん 
副常任委員     （愛護・保体） Ｅ ○○○  ○○○○○さん 
Ｂ棟長       （広報）    Ｂ ○○○  ○○○○○さん 
Ｃ棟長       （人権同和）  Ｄ ○○○  ○  ○○さん 
Ｄ棟長       （広報）    Ｄ ○○○  ○○ ○○さん 
Ｅ棟長       （研修）    Ｅ ○○○  ○○ ○○さん 
Ｆ棟長       （研修）    Ｆ ○○○  ○○ ○○さん 
本年度も昨年同様よろしくお願いします。 

４月６日（木）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 
（Ｆ棟西横断歩道から変更） 

４月から立ち当番場所が変更になっております。 
Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。 

 
 
入学・進学おめでとうございます。色々な事にチャレンジしていい経験を重ね

てください。                      －広報委員会― 

なななんんんででで？？？ももも百百百科科科   
ナビダイヤルとは 

野球のチケットを予約するのに０５７０で始まる番号に電話する
と、「ナビダイヤルで案内しています」とアナウンスが流れます。これ
はどのようなものですか。 

受け手企業が料金設定 
ナビダイヤルは某電話会社が１９９７年５月に開始した番号サービ
スです。企業などが電話を受ける場合に、受ける先が複数の事務所で
あっても、全国同一番号でかけられるサービスです。 

通話料金はこのサービスを申し込む企業で決めることができます。かける人
の負担をゼロにすると、フリーダイヤルと同じになります。料金の決め方はさ
まざまなので、最初に「この電話は１分当たり○○円です」という音声ガイドが
流れ、その料金を了解した場合に通話が続く仕組みになっています。企業のコ
ールセンタやチケット予約センタの番号として使われることが多いそうです。

 
 
 平成１8年度、氷丘中学校PTA地区役員が決まりました。本年度もご協力の
程よろしくお願いします。 

地区代表   Ｅ ○○○ ○○さん 
副代表    Ｄ ○○○ ○○さん 
 〃     Ｄ ○○○ ○○さん 

 
 
新一年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。少年団の活動を通じて、
上級生や地域のお友達と楽しく遊びましょう。 
 

平成１8年度新役員の紹介 
地区代表    Ｄ○○○○  ○○ ○○さん 
副代表     Ｄ ○○○  ○○ ○○さん 
会計・Ｃ棟長  Ｃ ○○○  ○○ ○○さん 
Ａ・Ｇ棟長   Ｂ○○○○  ○  ○○さん 
Ｂ棟長     Ｂ○○○○  ○○○○○さん 
Ｄ棟長     Ｅ ○○○  ○○○○○さん 
Ｅ棟長     Ｆ ○○○  ○○ ○○さん 
 〃      Ｅ ○○○  ○○○○○○○○さん 
Ｆ棟長     Ｆ ○○○  ○○○○○さん 
 〃      Ｅ○○○○  ○○ ○○さん 

本年度も昨年度同様よろしくお願いします。 

（今後の予定）少年団交流会 
・ボウリング大会   ５月１４日（日） 
・ドッジボール大会  ６月 ４日（日）雨天６月１１日（日） 

２００６年（平成１８年） ４月 １０日 

      棟       号   氏名                            男・女         才 
 
      棟       号   氏名                            男・女         才 
 

 
 
 
 
２００６年度「町内チャンピオンマップ」は、３月末現在で２００名を超え
ました。多くの方々にご登録いただき本当にありがとうございます。登録募集
は継続しますので、登録がまだの方は、お乗り遅れの無いように。特製ストラ
ップがもらえますよ。 
「町内チャンピオンマップ」はグリーンシティ防災会ができた年に企画され
ました。それは、自主防災組織リーダー講座が加古川市民会館で初めて行われ
たとき、講師の元尼崎消防局長堂本嘉巳氏の「どこの町内にも色々な免許や特
技を持ったヤツがおるやろう、防災活動にはその人たちを活用せなあかんのや」
と力説されたのです。その言葉を聞いた当時の防災会役員の中で「これはいけ
る、グリーンシティでもやろう」と考え出されたのが、「町内チャンピオンマッ
プ」なのです。 
グリーンシティの「まち」にはいろいろな知恵や能力を持った人たちが住ん
でいます。個々に見るとそれぞれの持っているノウハウは限られています。少
ない人数で運営するということは非常に限られた運営しかできないのです。
「防災活動」も限られた人たちだけが請け負ってしまったのでは、非常に限ら
れたものしかつくれません。しかし、みんなの知恵や能力を合わせることで大
きなエネルギーが生まれます。 
「まち」というのは必ずしもハードだけではなくて、ソフトとハードが複合
したものだと思うのです。生きていくために一番必要で基本的なインフラ（水・
電気・ガス）を一般的に「ライフライン」と言いますが、「コミュニティ」がグ
リーンシティのエネルギーであり、「町内チャンピオンマップ」こそが、グリー
ンシティのライフラインなのです。 
今回、「防災まちづくり大賞・総務大臣賞」を受賞させていただきましたが、
再度、私たちグリーンシティ防災会の原点にもどり、「人にやさしいまちづく
り」「楽しく防災活動をやろう」を忘れないように、防災活動に頑張っていきた
いと思います。防災活動を通して、多くの人と出会い、本当に友達が増えまし
た。出会った多くの人すべてが、グリーンシティ防災会のブレインであり、ラ
イフラインなのです。 
これからもグリーンシティ防災会にご協力ご支援をお願いします。 

 
 
●ボウリング大会とてもおもしろかったです。お米ありがとうございました。 
来年もいきます。                     Ｂ棟居住者 

●４月１日ポケモンのビデオがたのしみです。         Ｃ棟居住者 

●以前掲載されていた耐震構造の回答の件ですが、問題は建築士が誰かではな

く、現在このマンションの耐震構造が大丈夫かどうかを知りたいです。 
ぜひ耐震構造試験を行って欲しいと思います。        Ｄ棟居住者 

グリーンシティの建築物確認通知書という構造物に対する認定書は、公的機

関による通知書であることを確認しています。つまり、１９８１年にできた

「新耐震基準」の目的である強い地震（震度６程度）の際に、建物の倒壊を

防ぎ、中にいる人の安全を確保できることを満足しています。  管理組合 

●今月のクイズの答え、悩まずにすぐにわかりました。     Ｄ棟居住者 

●ＢＣ棟間等でボール遊びをしている子どもの親御さんへ。人が通っていると

きはボールを投げないよう指導してください。         管理組合 

●粗大ごみのときに畳を出す方がいますが、畳はごみとして回収してくれませ

ん。自分で処分されるようお願いします。           管理組合 

①大きくなると服を脱いで硬くなるのは誰の子？ 
②パソコンを長時間使っていると肩の上に乗ってくる犬なーに？ 

  

応募用紙 

４月の答え 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

★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２８日 
提出場所 ： 管理事務所 

☆正解 ①くし ②弁当箱 
正解者２６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 

 
 

新行政協力委員が決まりました 
加古川市から行政協力委員の推薦要請がありました。３月度の自治会役員会

の決議に基づき以下の方々にお願いすることになりました。よろしくお願いし

ます。 

☆加古川市人権啓発推進員 

Ｃ○○○○ ○○さん  Ｅ ○○○ ○○さん 

☆加古川市保健衛生推進委員 

Ｂ ○○○ ○○さん  Ｃ○○○○ ○○さん 

Ｄ○○○○ ○○さん 

安全・安心 守り隊 
 小学校ＰＴＡの立ち当番の方、民生児童委員さんを主力隊員として、「安全・

安心 守り隊」に応募された方も含めて新学期から活動を開始します。 

 当面は新１年生を中心に児童の登下校を見守ります。隊員は黄色のジャンパ

ーと帽子をかぶっています。何かあったら気軽に声をかけてください。 

ビデオ鑑賞会風景 ボウリング大会風景 


