２００３年（平成１５年）

来る２月２２日（土）午後１時からセブンボウルにて自治会主催のボウリン
グ大会を開催します。会費は１０００円で、豪華賞品を用意していますので、
奮って参加してください。参加資格は小学生以上とします。参加者は申し込み
用紙に必要事項を記入の上、管理事務所ドアポストへ投函してください。（先着
６０名とします）締切日：２月１５日（土）
＜加古川市交通災害共済のお知らせ＞
交通災害共済とは
市民のみなさんが会費を出し合い、交通事故に遭ったときお互いに助け合う
共済制度です。まさかのときに備えてご家族そろって加入しましょう。
詳しくは各棟の掲示板をご覧ください。

来る２月２３日（日）午前１０時から氷丘南小学校・体育館において標題の
研修会が開催されます。高砂市立伊保南小学校の古田圭策先生による「カッチ
ハヂャー多文化な地域の中で」という講演会とゴン古田＆こるもっきるの皆さ
んによる韓国文化披露「ソンバン」があります。人権問題を考えるよい機会と
思います。多数の方の参加をお願いします。

１月１８日（日）の廃品回収は寒い中、多数の方にご協力いただきありがと
うございました。平成１４年度の廃品回収は最後となりましたが、平成１５年
度もひきつづきご協力くださいますようお願い申しあげます。
＜平成１５年度 新ＰＴＡの名簿について＞
平成１５年度のＰＴＡ名簿作成にあたり、３月、４月に転居される予定の保
護者の皆様は、ＰＴＡ常任・○○（○○−○○○○）までご連絡ください。
２月３日（月）の立ち当番は次の方でした。
平野踏切り
・・・・ ○棟 ○○○号
間形交差点北側 ・・・・ ○棟○○○○号

掃除機の正しいかけ方
掃除機をじゅうたんなどにぎゅっと押し付けて、力いっぱいごしごしすれば
ゴミをしっかり吸い込める･･･と思っている方。それは間違いです。
掃除機は空気を吸い込んだときの気流で、ゴミやホコリを吸い上げる構造に
なっています。ですから、掃除機のパワーを生かすためには、軽めにかけた方
が無駄がありません。
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①焼酎（小中）

＜少年団本部廃品回収のお知らせ＞
３月２日（日）に廃品回収を行います。雨天の時は、９日（日）です。
当日の朝８時までにお出しくださいますよう、ご協力お願いいたします。
＜平成１５年度少年団員募集のお知らせ＞
小学１年生から中学３年生までの皆さん、少年団にぜひ参加しましょう！
３月上旬に少年団新役員が各ご家庭をまわらせていただきますので、ご協力
の程よろしくお願いいたします。

地震発生！さぁ、あなたはどうする？
グラッときた瞬間、できることは限られています。あなたなら
とっさに何をしますか？突然揺れはじめたらもう動けない。
でも、少しでもできることはないか、地震発生直後の心の準備を今月は考え
てみましょう。
１．机の下などにかくれ、わが身の安全を守る。
机の下にかくれるとき、手は机の足の天板に近い付け根部分を持とう。
なぜなら、床に近い部分を持つと、大きい揺れで机が動いた時に、手を床
との間に挟んでしまってケガをするからです。
２．火の始末をする。火を消す３度のチャンスがあります。
チャンス１：揺れを感じたとき
チャンス２：大揺れがおさまったとき
チャンス３：出火したとき
もし出火したとしても、１〜２分の間までは、燃え広がってはいません。
手近にある消火器具で消せるはずです。

５．安全な場所へ避難する。
避難する前に、もう一度火の元の点検をする。ブレーカーも忘れずに落と
す。避難先や安否情報を書いたメモを残す。安全な服を着る。頭や手足の
保護も忘れずに。荷物は最小限にとどめる。原則として、歩いて避難する。
車はだめ。お年寄りや子どもは手をしっかり握る。できるだけ指定された
避難場所に避難する。（グリーンシティは氷丘南小学校等です）
６．近所の方と連携する。
消火作業やけが人の確認等、お互いに声を掛け合いましょう。
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正解者

１月２５日（土）に「お楽しみ会」を開催しました。いろいろなゲーム大会に
たいへん盛り上がりみんなで楽しいひとときを過ごすことができました。
多数の参加ありがとうございました。

４．家族の「ようす」を把握する。
大人でさえも動揺する大地震。子どもたちやお年寄りへの指示をする。

グリーンネットの ふれあい広場 に 民生児童委員さんへの質問コーナー
を開設しました。どんなことでも結構ですので、みなさんお気軽に投稿してく
ださい。

☆正解

１０日

３．脱出口を確保しあわてて外に飛び出さない。
とにかく、揺れの合間をみてドアや窓を開け、逃げ口をつくっておくこと。

○○さん
○○さん

Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります

★先月号の正解

２月

いざというとき、あなたはどのような行動がとれるか頭の中で
イメージトレーニングを！
今月も引き続き、「グリーンシティあいさつ運動」にご協力ください。

●いつもお世話になってます。
１月２６日（日）午後３時頃、玄関側の部屋の掃除をしていて、天井の熱感
知器でしょうか、その周りを拭いたとたん非常ベルが鳴り出してびっくり。
管理人の方にはたいへんご迷惑をかけました。また、日曜日のゆっくりされ
ている時間に非常ベルのすごい音でびっくりされた方がたくさんおられると
思います。軽はずみな行動に反省しています。
熱感知器にさわると非常ベルが鳴ることを知らない方がおられるのでは？
Ｄ棟居住者
通常、熱感知器を拭いた程度では、非常ベルが鳴ることはありません。感知
器の調査をしてみます。
管理組合
●先日、自転車のムシゴムとネジがとられ空気がぬかれていました。パンクさ
せられたりこの間からもう３度目です。困っています。
Ｂ棟居住者
●車を駐車していたら、トランクの上に犬を抱いてオシッコをかけている人が
いた。犬を飼うならマナーを守ってほしいと思います。
Ｄ棟居住者
もしそのような行為を見つけたら「ペット飼育細則」に則り、処分せざるを
えません。決められたルールはきちんと守りましょう。
管理組合
●グリーンだより毎月楽しみにしています。
Ｃ棟居住者
どうもありがとうございます。みなさんの激励が励みになります。
広報委員会

②くつ、靴下、手袋など

２０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。
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応募用紙

２月の答え

○棟 ○○○号
どしどしご応募ください！
応募締め切り日： 2 月 28 日
提出場所 ：管理事務所

ﾌﾘｶﾞﾅ

棟
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才

○○さん
（広報委員長のひとりごと）

「今月のグリーンだよりの原稿遅かね〜！編集作業は明日やのに、間にあわん
ばい！」こんなボヤキ声が、かすかに聞こえてきました。原稿を依頼された方は、
メモ、フロッピー、メールなんでも結構ですので、できるだけ早く提出しましょ
う。
―広報委員会―

２００３年（平成１５年）
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グリーンシティ防災会が、平成１４年度優良自主防災組織として１月２５日に
表彰（兵庫県知事表彰）されました。
これは、加古川市においては中津防災会に続く２番目の受賞でした。兵庫県下
でも、マンション単位での自主防災組織はほとんど存在しない中で独創的な活動
が評価されたのです。
「自分の命、自分の町は自分で守る」という防災の原点に立ち、今後も活発に
実りある活動を行っていきますので、積極的なご参加・ご協力をお願いします。

（オープニングセレモニー）
阪神・淡路大震災記念
ホームページアドレス

（表彰を受ける大西防災会長）

人と防災未来センター
http://www.dri.ne.jp/

「加古川グリーンシティ管理規約第３条（規約の遵守義務）・使用細則
第３条（禁止事項）１項１６号の徹底を図るための特例措置
現飼育者の 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
可証の更新を受付けました。
平成１２年１２月登録受付時
平成１５年 １月更新受付時

４８戸
４４戸

犬３９匹
犬３４匹

猫２２匹
猫１７匹

居住者の転出、ペットの死亡により上のように減少しています。
加古川グリーンシティでは新規のペット飼育は当然ながらできません。
また、転入者のペット飼育も認められていません。
飼育細則を守られない飼育者には、ペットを処分していただくこととな
ります。
飼育者は気持ちよく細則を守ってペットを可愛がってください。

いつも廃品回収にご協力いただきありがとうございます。
今年も小中学校ＰＴＡ、少年団等で廃品回収が予定されています。各団
体では、これによる資金が活動の大きな割合を占めています。
回収できるものは、新聞紙、雑誌類（紙類）、牛乳パック、段ボール、
一升ビン（油を除く）
、アルミ缶、布類です。
ほぼ２ヶ月に１度の割合で行われますので、加古川市の資源ごみの日に
出される分を保管していただき協力をお願いします。

２ 月
１０（月） 燃えるごみ収集日
１１（火）

建国記念日

１２（水） 燃えないごみ収集日
１３（木） 燃えるごみ収集日
１４（金）
１５（土）

各棟１階の方から落下物が多いと苦情が多発しています。落下物
によっては命にかかわるようなこともあり、火事の原因ともなります。
思い当たる方は非常に危険ですので、即刻やめてください。
特にひどいものとしてはたばこの吸殻、コンビニ袋に入れられた食べかす（ご
み）、空き缶および空きビン等々。
１階の方が安心して庭に出られるよう、上階の方はご注意ください。

理事会

１６（日）
１７（月） 燃えるごみ収集日
１８（火）
１９（水） びん収集日
２０（木） 燃えるごみ収集日
２１（金）
２２（土）

修繕委員会 町内ボウリング大会

２３（日）
２４（月） 燃えるごみ収集日
２５（火）
２６（水） ペットボトル紙衣類収集日
２７（木） 燃えるごみ収集日
２８（金）

自治会役員会

３ 月
１（土）

理事会役員会

２（日） 少年団廃品回収（紙衣類はこちらへ） 広報委員会
３（月） 燃えるごみ収集日
４（火）
６（木） 燃えるごみ収集日
７（金）
９（日）
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★不審に思われた場合は以下のところにご連絡ください。
・最寄の警察署または交番
・社団法人電波産業会 兵庫地域受信対策センター
０１２０−５４０７００
・総務省 近畿総合通信局 放送課
０６−６９４２−０８２０
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）

５（水） かん収集日

８（土）

２００３年１２月から地上デジタルテレビ放送が順次開始されます。
このため、加古川市内でもテレビやビデオのチャンネル、アンテナの調整が
必要かどうかを調査するため、２月上旬から３月末にかけて調査員が巡回する
と連絡がありました。
ただし、この調査は屋外からの目視調査であり、各世帯を直接訪問すること
はありません。また、調査結果により工事が必要な世帯があった場合でも工事
費は一切必要ありません。（国が費用負担するため）

環境整備委員会

