２００３年（平成１５年）

加
加古
古川
川
ｸｸﾞﾞﾘﾘｰｰﾝﾝｼｼﾃﾃｨｨ

３月

１０日

平成１５年
３月
第１３８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

N
Noo..

２月度修繕委員会において確認および報告された事項をご連絡します。
グリーンネットでもお知らせしましたが、2 月８日深夜〜2 月９日早朝にか
けて、第１駐車場及び第２・４・５駐車場で車上荒らしがあり、１０数台が被
害に遭いました。主に特定の車（ホンダ製）が狙われ車内の現金や、ハイウェ
イカードが盗まれました。
当マンションには各入口付近やエレベーター内に約２０台あまりの防犯カメ
ラを設置しておりますが来客駐車場付近を除いては駐車場を監視しているもの
はありません。
事件翌日管理組合役員の立会のもとビデオを確認しましたが、残念ながら犯
人を確定する事はできませんでした。
「自分の安全は自分で守る」の精神でくれぐれも注意してください。
例えば、車検証・保険証などはコピーにする。現金は絶対に置かない。

２月１５日（土）県土木事務所よりグリーンシティの児童の通学路である溝
之口第２踏切付近の工事について説明がありました。
当初は歩行者の安全確保に不備があり再考を申し入れていました。
この協議の中で溝之口第２踏切の車両完全通行不可および配置ガード
マンの増員等が図られ歩行者の安全確保ができたと判断しました。
工事は３月１０日ごろから始まり２〜３週間かかる見込みです。

１．Ｄ棟６号系統共用雑排水管からの溢水に対する改修工事について
原因は経年により床下埋め土が沈下し、配管を支持している吊金具が腐
食により断絶した結果、排水管に勾配不良が発生していました。また、上
記原因により排水管内が油脂付着のため閉塞し溢水したようです。
改修費用 ￥１，３００，０００（税別）
２．２月１４日に発生したガス漏れによる改修工事について
Ｄ棟１階部分において地中埋設配管の継ぎ手部分よりガス漏れが発生
し、即日当該箇所の改修工事を実施しました。
原因は、上記同様経年による継ぎ手部分の腐食であったと大阪ガスより
報告を受けております。
改修費用
￥１３５，８９０（税別）
上記は設備復旧工事ですので、修繕積立金を取り崩し対応しました。
修繕委員会では、上記２点の原因が経年劣化によるものであることを認識し、
他箇所の調査を検討していきたいと考えております。
なお、工事の際は騒音やガス供給の停止等居住者の方にご協力いただきあり
がとうございました。
今後とも修繕事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

３ 月

ステンレス製吊金具を設置し、
逆勾配を調整した。

１０（月） 燃えるごみ収集日
１１（火）
１２（水） 燃えないごみ収集日

氷丘中学校卒業式

１３（木） 燃えるごみ収集日
１４（金）
１５（土）

理事会

１６（日）

この部分からガス漏れが
発生した。

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

氷丘南小学校卒業式

２１（金） 粗大ごみ収集日

春分の日

２２（土）

修繕委員会

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

グリーンシティの活動が２月２５日（火）の神戸新聞に掲載されました。
防災会の活動や、グリーンネット（マンション内ＬＡＮ）などが、紹介
されています。
広報委員会では、グリーンシティの情報発信基地として、マンション内
でのさまざまな取り組みを内外に提供していきたいと思います。
居住者のみなさんもマンション内での活動に積極的なご参加、ご協力を
お願いします。

２７（木） 燃えるごみ収集日

神戸新聞（朝刊）
２月２５日（火）

２８（金）
２９（土）
３０（日）
３１（月） 燃えるごみ収集日

自治会役員会

４ 月
１（火）
２（水） かん収集日
３（木） 燃えるごみ収集日
４（金）
５（土）

理事会役員会

６（日）

広報委員会

７（月） 燃えるごみ収集日
8（火）

氷丘中学校入学式

9（水） 燃えないごみ収集日

氷丘南小学校入学式

１０（木） 燃えるごみ収集日
１１（金）
１２（土）
１３（日）

環境整備委員会

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）

２００３年（平成１５年）

★氷丘中学校区人権・同和教育研修大会
２月２３日（日）午前１０時から氷丘南小学校・体育館において氷丘中学校
区人権・同和教育研修大会として、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」−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「サムルノリ」がありました。講演会
では、差別とは人権を無視することであり、最近の部落差別・在日外国人差別
などの実状（グリーンシティでの差別落書きもありました）を紹介され多種多
様な文化があることをみんなが認識して『差別のない明るい町づくり』に家
庭・地域・職場で取り組みましょうと、ユーモアも交えながらも有意義なお話
を伺うことができました。
★春の火災予防運動
３月１日から７日まで、全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されました。
空気が乾燥し、火災が非常に発生しやすくなっています。火の元には十分ご注
意ください。お出かけ前やお休み前には、もう一度火の元を確かめる習慣をつ
けましょう。
★ボウリング大会開催
２月２２日（土）町内ボウリング大会が、開催されました。
参加されたみなさん、どうもありがとうございました。

２月２２日（土）に実施した
ボウリング大会の風景

平成１４年度ＰＴＡ・少年団地区総会のお知らせ
「平成１４年度ＰＴＡ・少年団地区総会」を下記のとおり開催いたしますの
でご出席くださいますようお願い申し上げます。
記
日 時 ： 平成１５年３月１３日（木） 午後７：３０〜
場 所 ： 集会所ホール
一年間小学校ＰＴＡおよび少年団活動にご理解、ご協力ありがとうございま
した。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

３月

１０日

こんなときに地震がきたらどうしますか。今月は自宅に居た場合です。
１．トイレに居た場合
トイレは四方の壁が天井を支える役目をし、落下物の危険も少ないので
かえって安全な場所と言えます。揺れがきたら閉じこめられないためにド
アを少しだけ開け、揺れがおさまるのを待ちましょう。
２．食事のしたくをしていた場合
まず、火を消すこと。しかし、揺れが激しいときは
鍋に近づくと大火傷の危険があります。
とにかく身の安全を確保し、揺れがおさまってから消火活動にはいるこ
と。そのときも割れた食器や包丁など鋭利なものに気をつけて。先月号の
火を消す３度のチャンスを確認しておいてください。
３．入浴中の場合
トイレと同じです。居間よりも危険率は低いでしょう。ですから裸だと
あわてずに、ドアを少し開け様子を見ながら着衣しましょう。
４．子どもが動揺した場合
大人ですら動揺する大地震。まして子どもはとっさの判断はできません。
大きな声でテーブルなどの下に入るよう指示してください。離れた部屋に
いる場合も無理にそばに行こうとするとかえって危険です。乳幼児を寝か
せている場所は日頃から落下物の無いようにしてください。
５．就寝中の場合
停電し暗闇で寝起きとなるとパニック状態になりがちです。とにかく自
分の体、特に頭の保護を第一にしてください。日頃から懐中電灯や避難用
持ち出し品を枕元に置きましょう。
どの場合においてもパニックにならずあわてないために、
日頃からあなた自身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しておきましょう。
神戸にある「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」のホームペー
ジにもアクセスしてみてください。
http://www.dri.ne.jp/index.html
では、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。
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３月２日（日）の廃品回収には多数のご協力をいただきましてありがとうご
ざいました。
３月３日（月）の立ち当番は次の方でした。
間形交差点北側 ・・・ ○棟 ○○○号
平野踏切 ・・・・・・ ○棟 ○○○号
Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟

☆この前の グリーンだより にも書かれていた自転車の件ですが、私も２度
パンクされていました。もう少し自転車置き場を明るくしたり電気の数を増
やしたらどうでしょうか。それにしても誰が何のために
するんでしょうかねえ。
Ｂ棟居住者
イタズラを止めさせるよい方法があればいいのですが
管理組合

○○さん
○○さん
の順で回ります。
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子どもと同じスプーンを使うと、虫歯菌がうつって子どもが虫歯になる？
人の口の中には健康な人でも多くの細菌がいます。その内のミュータンス菌
が砂糖を材料にして酸を作り、歯を溶かすのが虫歯です。それならスプーンで
虫歯が感染するように思われます。しかし、そのようなことはまず考えられま
せん。すでに子どももその菌は持っています。虫歯は虫歯菌だけでなく、歯の
質、口の中の環境によって起こります。
歯の質を強くするためフッ素を塗る、おやつや食事の後には
必ず歯磨きをしてやることなどが虫歯予防になります。

②革で出来ているのは、硬式野球ボール。
ゴムでできているのは、バスケットボール。
プラスチックでできているのは、ピンポンボール。
では、紙でできているのはなーんだ。
☆正解
正解者

①リボン

②左目

○棟

①

３月の答え

②

どしどしご応募ください！
応募締め切り日： 3 月 31 日
提出場所 ：管理事務所

ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

○○○号

○○さん

③しっぽ

２７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。


応募用紙

☆毎月これくらいの問題にしてほしいでーす。
Ｃ棟居住者
いつもヒントがありますから、むずかしいときもチャレンジしてね。
広報委員会
☆おたのしみ会、たのしかったよ。またやってね。
Ｅ棟居住者
来年をおたのしみに、役員の方が一年かけてすばらしい企画を考えてくれる
と思います。
広報委員会
☆自分が契約しているバイク駐輪場に、他のバイクが駐輪して困っています。
バイク駐輪場は、契約駐輪場ですから契約者以外置けません。
自動車の駐車場と同じです。止まっているバイクのナンバーを控えて
管理事務所に相談ください。
管理組合

①おじいちゃんとやる球技はなんでしょーか。

★先月号の正解

☆今月のクイズのまちがい探しは、グリーンだより発行以来初めてですね。
楽しかったです。
Ｄ棟居住者
これからもだれもが楽しめる問題を考えて出題します。
広報委員会

男・女

才

寒い日が数日続きその後暖かくなりホッとしていると、また寒くなるといっ
た現象が繰り返され、気温の変化が激しいこの時期は冷え性で寒がりの私には
相当こたえます。幼少の頃は薄着で元気に外をとび回り子どもは風の子を自称
していたものですが、残念ながら最近では気持ちは若いつもりでも年と共に衰
えていく体力や老化には勝てません。それゆえに無理のない体力づくりや、健
康に対する自己管理が重要だと身をもって感じています。
俗に「三寒四温」の現象が起こると暖かい春が近づいている兆しだと言いま
す。春はもうすぐそこまで訪れているのですね。
―広報委員会―

