２００３年（平成１５年）

◎加古川線電化に募金をしました
３月号の広報「かこがわ」と一緒に配布された「加古川線電化募金にご協
力を」にありましたように、ＪＲ加古川線電化事業に係る募金の要請が、加
古川地域ＪＲ加古川線等利用促進委員会から自治会にありました。２月度自
治会役員会において検討した結果、グリーンシティとしては、加古川線電化
による「地域の活性化」「環境負荷の軽減」を期待して、自治会予算から１５
万円を募金しました。
◎新行政協力委員が決まりました
新行政協力委員を募集しておりましたが、残念ながら応募者がいなかった
ため、３月度の自治会役員会で話し合った結果以下の方々にお願いすること
になりました。
加古川市人権啓発推進員
○棟○○○○ ○○ ○○さん
○棟 ○○○ ○○ ○○さん
加古川市社会教育・福祉教育推進員
○棟 ○○○ ○○ ○○さん
○棟 ○○○ ○○ ○○さん
加古川市保健衛生推進委員
○棟○○○○ ○○○○○さん
○棟○○○○ ○○ ○○さん
○棟 ○○○ ○○ ○ さん

地震発生！さぁ、あなたはどうする？

パート３（前編）

１．会社のオフィスなどにいた場合
まずは、身の安全の確保。オフィスの机はスチール製が多いので机の下に
入ること。大きな書庫などが倒れてくる危険性があります。あわてて逃げ出
さず、まずは机の下にかくれ、揺れがおさまってから、火が出ていないか確
認し、もし出ていたらまず消化。エレベーターは絶対に使わず、非常階段を
使用すること。最悪の事態、火災で煙が充満した場合は、床に顔をつけるく
らいにして逃げること。床に近いほど煙は薄いからです。濡れたハンカチで
鼻や口をあてるのも効果があります。
２．エレベーターの中にいた場合
閉じこめられたと思ってパニックを起こさないこと。まずは落ち着くこと
を忘れてはいけません。揺れを感じたら、すべての階のボタンを押し、止ま
った階で降りて避難します。最悪、途中で止まった場合は、落ち着いてイン
ターホンボタンを押し、管理センターと連絡をとりましょう。
３．町中を歩いていた場合
建物の近くを歩いていた場合はガラスや看板などの上からの落下物に注意
します。バッグや手荷物、手などで頭を保護し、身を守れる場所に逃げ込み
ましょう。

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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子どもの靴は、汗ばんだ足の脂で中まで黒ずむので、中敷きを
使いたいところ。牛乳パックで作っておけばお金もかからず、靴
の洗濯が楽です。靴の大きさに合わせて切ったあとひと回り小さ
くカットして調整します。

クロスワードパズル
模様付きの枠に入る文字を並べ替えて言葉を作りましょう。
【ヒント：３、４月にちなんだ植物です】
よこのかぎ
たてのかぎ

☆正解
正解者

１．桃の節句の飲み物
４．大阪商人どうしの挨拶
５．何を掛けても変わらない
６．レコードを聴くために必要
７．薄い層にはがしやすい天然鉱物
８．ここに福が宿っていることも

①ソフト（祖父と）ボール

ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○

４月７日の立ち当番は次の方でした。
間形交差点北側 ○棟 ○○○
○○○さん
平野踏切
○棟 ○○○
○○ さん
Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。
新一年生が加わった登校班もあります。
子どもたちが元気で登校できますよう、ご家庭でもよろしくお願いします。

―廃品回収のお知らせー
日 時 ： ４月１３日（日）午前８時〜
場 所 ： 各棟ゴミステーション
当日は朝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。

本年度も運動部の活動としてスポーツ活動、レクリエーション活動をしたい
と考えております。第１回目は、６月に行われる氷丘ドッジボール大会の練習
になればとグリーンシティドッジボール大会を計画いたしました。
みなさん本番に向けて頑張りましょう。
日
時：４月２８日（月） ９時３０分
集合場所：グリーンシティＣ・Ｄ棟間

☆自治会の役員の方へ。ボウリング大会の写真をありがとうございました。よ
い思い出になりました。とても楽しかったので、次回はぜひ友だちを誘って
参加したいと思います。
B 棟居住者

☆友だちが「個人の家に入れるのはすごく高いものに付くのに」せっかく LAN
システムの様な最高の回線が入っているのに使わないのは不思議だといいま
すので、私もメカに弱いながらインターネットに取り組もうかと決心いたし
ました。頑張りますので事務所の方、判らないときにはよろしくお願いしま
す。
B 棟居住者
頑張ってください。わからないことがあればグリーンネットのふれあい広場
やメールなどで連絡をくれれば管理組合も応援します。なお、グリーンネッ
トの使用料は必要ないので安心して使ってください。現在他の回線を利用し
ている方もグリーンネットを利用してみてはいかがですか？
管理組合
☆車上荒らし怖いですね！ 私も１０年くらい前ですが被害に遭いました（第
８駐車場）。今もハイウェイカード置いていました(^̲^;)
気を付けます！！
B 棟居住者

②ダンボール

どしどしご応募ください！
応募締め切り日： 4 月 30 日
提出場所 ：管理事務所

４月の答え

平成１５年度ＰＴＡ地区役員
代 表（愛護）
○棟 ○○○ ○○○○
副代表（保体）
○棟○○○○ ○○○○
（広報）○棟 ○○○ ○○ ○○
（厚生）○棟 ○○○
（広報）○棟 ○○○ ○○ ○○
（厚生）○棟○○○○
（研修）○棟○○○○ ○○ ○○
（同和）○棟 ○○○
（研修）○棟○○○○ ○○ ○○

１６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

新役員で平成１５年度のＰＴＡ活動が始まりました。役員一同一生懸命頑張
りますので、ご協力よろしくお願いいたします。
また、何かありましたら遠慮なく役員までお知らせください。

☆一言苦言申し上げます。
バルコニーの手すりにすだれ取り付けの件ですが、物の落下を防ぐ安全上の
ためと思い、３月１３日（木）管理組合に許可お願いに参りましたが駄目だ
と言われました。すでに当マンションにおいて何軒かは手すりにすだれを付
けておられる所がありますが如何な事ですかご返答願います。 C 棟居住者
過去に他のマンションで火災発生時にバルコニーのすだれに火が移り、上階
に類焼した事例がありました。管理組合は、可燃性のものは防災上許可して
いません。現在、可燃性のものを取り付けている方は撤去してください。
管理組合

知
知っ
っ得
得雑
雑学
学

★先月号の正解

１４日

４月より平成１５年度の少年団活動がスタートしました。新役員一同頑張り
ますので本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
＜平成１５年度新役員＞
地区代表 ○棟 ○○○ ○○○○○ 副 代 表 ○棟○○○○ ○○○○○
会
計 ○棟 ○○○ ○○ ○○ 書
記 ○棟 ○○○ ○○○○○
＜運動部＞
部
長 ○棟 ○○○ ○○○○○ 部
員 ○棟 ○○○ ○○○○○
副 部 長 ○棟○○○○ ○○ ○
部
員 ○棟 ○○○ ○○○○○
会
計 ○棟 ○○○ ○○○○○ 部
員 ○棟 ○○○ ○○ ○○

今月は自宅以外で地震にあった場合の適切な行動や心構えに
ついて考えてみましょう。

１．狭くて通りにくいみち
２．蛍の光、○○の雪
３．ウール
４．純粋ではありません
６．生い茂っています
７．○○二つ─そっくり！

４月

男・女

才

○棟○○○○ ○○さん

○棟 ○○○ ○○さん

○棟 ○○○ ○○さん

○棟○○○○ ○○さん

新学年・新社会人と、新しい生活が始まった方も多いと思います。管理組合
でもマンションの運営について、気持ちを新たにして取り組んでいこうと考え
ていますので、みなさんのご協力をお願いします。
―広報委員会―

