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防災功労者内閣総理大臣表彰とは、政府、
地方公共団体等防災関係諸機関をはじめ、
広く国民が、台風、豪雨、豪雪、洪水、高
潮、地震、津波等の災害についての認識を
深めるとともに、これに対する備えを充実
強化することにより、災害の未然防止と被
害の軽減に資するため、「防災の日」及び
「防災週間」を設けることとし、毎年９月
１日を「防災の日」とし、これを含む１週
間を「防災週間」としています。この「防
災週間」において、防災知識の普及のため
の講習会、防災訓練の実施、防災功労者の
表彰等の行事を地方公共団体その他関係団
体の密接な協力を得て、全国的に実施する
ものとしています。
上記に基づき、防災に関し、全国民の模
範となり、かつ「防災の日」において内閣
総理大臣が顕彰するに足る活動を行ってい
る方々に対して、防災功労者内閣総理大臣
表彰を実施しているものです。

【小泉首相から表彰される大西会長】

【沓掛防災大臣】

【安倍官房長官】

【集合写真

中段左から２人目】

加古川グリーンシティ防災会は、地域の自主防
災組織として、子どもから大人まで参加した多彩
な取組を積極的に実施し、連絡体制の整備や防災
井戸の設置など地域防災力の向上に尽力した功
績が評価され、この度の表彰となりました。
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
ありがとうございました。そして、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。

【表彰式裏話】

９ 月
１１（月） 燃えるごみ収集日
１２（火）
１３（水） 燃えないごみ収集日
１４（木） 燃えるごみ収集日
１５（金） 粗大ごみ収集日
理事会

１６（土）

中学校運動会

１７（日）
１８（月） 燃えるごみ収集日

敬老の日

１９（火）
２０（水） びん収集日

◆首相官邸には消防庁から確認を受けた人しか入ることができません
◆首相官邸はクールビズのためメチャクチャ暑かった
◆小泉首相もクールビズのためノーネクタイの予定が、後の公務の関係で
急遽ネクタイ着用となりまわりの大臣や次官が少しあわてていました
◆小泉首相は表彰式と記念撮影のみの１９分間の出席でした。短い時間で
したがご一緒させていただきました
◆記念パーティは安倍官房長官が出席され主催者挨拶をされました
◆小泉首相との写真はセキュリティの関係で１ｍ以内に近寄れず断念、安
倍官房長官とは写真を撮っていただくことができました
◆小泉首相も安倍官房長官も背が高く凛としてかっこよかったですよ
◆沓掛防災大臣は最初から最後までご一緒させていただき、ゆっくりとお
話をさせていただきました
皆さんのおかげで、「総務大臣表彰」につづき、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

２１（木） 燃えるごみ収集日
２２（金）
２３（土）

修繕委員会 小学校運動会 秋分の日

２４（日）
２５（月） 燃えるごみ収集日

代表理事任期満了に伴いＢ・Ｃ・Ｄ棟各１名の代表理事候補者を公募して
いましたが、立候補者がなかったため９月２日（土）午後７時１５分から、
集会所ホールで公開抽選会を行いました。代表理事候補者１名につき５名の
方を選出しましたので、選出された方は９月２３日（土）午後７時から集会
所ホールで開催する「理事候補者選出会」にご出席ください。該当棟の５名
の話合いで１名の候補者を選出していただきます。なお、候補者には後日詳
細をお知らせします。
管理組合は区分所有者一人ひとりの力で成り立っています。理事の就任
は、マンションに居住する上では「義務」であり、「権利」です。加古川グ
リーンシティを「住み良いマンション」にするのは自分自身です。人任せに
せず、積極的な参加をお願いします。

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

自治会役員会

３０（土）

理事会専門部長会

１０ 月
１（日）

広報委員会

２（月） 燃えるごみ収集日
３（火）

★ 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）

４（水） かん収集日
５（木） 燃えるごみ収集日
６（金）
７（土）
８（日）

環境整備委員会

日岡神社
子ども神輿

２００６年（平成１８年）９月

来期自治会役員を募集していましたが、残念ながら立候補者はいませんでし
た。８月度の自治会役員会で、何名かの方に引き続き自治会役員をお願いする
ことを承諾いただきました。また、立候補者がいなかった棟については管理規
約の「自治会運営細則」に基づき、９月２日（土）午後７時１５分から集会所
ホールにおいて、公開抽選会を行いました。その結果、来期の自治会役員は以
下の方々にお願いすることになりました。
一年間ご協力お願いします。

１１日

食用油を捨てる時は、適切な処理をしてください！！
天ぷら油などの食用油を捨てる場合は、ビニール袋などに入れて液体のまま
捨てるのではなく、牛乳パックなどに不用な布や紙を入れ、油をしみこませて
から可燃ごみとして出してください。油の温度が高いとやけどや引火のおそれ
があるので、油が常温になってから処理してくださいね。また、市販の吸収剤
や凝固剤を利用して、可燃ごみに出す方法もあります。

絶対に台所の流し台から流さないでください！
Ａ ○○○ ○ さん
Ｂ ○○○ ○○さん
Ｂ ○○○ ○○○さん
Ｃ ○○○ ○○さん
Ｄ ○○○ ○ さん
Ｄ○○○○ ○○さん
Ｅ ○○○ ○○さん
Ｅ○○○○ ○○さん
Ｆ ○○○ ○○さん
（太字は継続役員）

Ａ○○○○
Ｂ ○○○
Ｂ ○○○
Ｃ○○○○
Ｄ ○○○
Ｄ○○○○
Ｅ ○○○
Ｅ○○○○
Ｆ ○○○

しかし何より、捨てずに使い切ることが大切です。使った油は
こしたりさし油をしたりして劣化させない工夫をし、少し古くな
った油は炒め物などに利用して、上手に使い切りましょう。

○○さん
○○さん
○○さん
○○さん
○○さん
○○さん
○○さん
○○さん
○○さん

楽しく元気いっぱい過ごした夏休みも終わり２学期が始まりました。団員の
みなさんは、夏バテ気味の大人をよそに元気いっぱい学校に通われていると思
います。
少年団では、全員集合会に向けて活動を始めています。参加申し込みをして
いただいた皆様ありがとうございました。

≪全員集合会のお知らせ≫
日
８月２８日から９月１日までの「夜回り」
には、多くの方々に参加いただきありがと
うございました。
子ども達の参加と、お母さん方の参加が
多くなってきています。
冬休みの「夜回り」もよろしくお願いし
ます。

場

時：１０月１５日（日）午前８時３０分から
雨天時 １０月２９日（日）
所：氷丘南小学校運動場

８月２６日の愛校作業には暑い中ご参加いただきありがとうございました。
広い担当区域での作業には、まだまだ参加人数が少なく、参加された方々に
は大変ご苦労いただくことになりました。
ぜひ来年は多くの保護者の方にご参加いただき、作業が早く終われますよう
にご協力をお願いします。

平成１８年度加古川市敬老会の開催
敬老会が以下の要領で開催されます。多数のご参加をお待ちしています。
なお、座席等の都合がありますので、参加される方はご連絡ください。
日 時：９月２０日（水）午後２時から
場 所：市民会館大ホール（送迎バスがあります）
民生児童委員

Ｄ ○○○ ○○
Ｅ○○○○ ○○

○○○−○○○○
○○○−○○○○

≪廃品回収のお知らせ≫
日

時：１０月７日（土）午前８時から
雨天時 １０月８日（日）
場 所：各棟ゴミステーション
回収物：各戸に配布したチラシに記載されたもの

≪小学校運動会のお知らせ≫
９月２３日（土）氷丘南小学校運動場

な
なん
んで
で？
？も
も百
百科
科

≪立ち当番のお知らせ≫

レギュラーとハイオクの違い

９月１日（金）の立ち当番は次の方でした。
・千代の湯前 Ｆ ○○○ ○○さん
・高架下
Ａ ○○○ ○○さん

ガソリンの「レギュラー」と「プレミアム（ハイオク）」はどう違う
のですか。車種によって指定が異なるのはなぜですか。

異常燃焼の起きにくさ
石油連盟に聞きました。坂道などで自動車のアクセルを踏むと、エ
ンジンから異常燃焼を示す「キンキン」という音が聞こえることがあ
ります。この現象を「ノッキング」といい、その起きにくさを数値に
したのが、ガソリンのオクタン価です。プレミアムはこのオクタン価
が１００前後あり、９０前後のレギュラーより、ノッキングが起きにくいガソ
リンということになります。オクタン価の調整にはかつて鉛分を含む添加剤が
使われましたが、現在はガソリン自体の組成を変えています。一般にスポーツ
車などは、高い出力を得るため、エンジンへの負担が大きくなります。高性能
車にプレミアム指定が多いのはこのせいです。

Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回ります。
※「グリーンシティの人が最近立ち当番を忘れる事が多い」と交通指導員の方
からご指摘を受けました。どうぞご自分の立ち当番を忘れる事のないようお
願いします。

中学校運動会が以下の要領で開催されます。
開催日：９月１６日（土）
場 所：氷丘中学校運動場

◆先日の夏祭り、今年は“やきとうもろこし”があり、買いました。甘くてお
いしかったです。テレビ中継が途中で中断されたのが残念でした。
−Ｄ棟居住者−
① 使っても使っても新品の食器な〜に？
② ばちがあたると大声で泣くのな〜に？

◆最近よく家の前（共用廊下）にティッシュなどが捨てられて困っています。
共用廊下はごみ箱ではありません。
−Ｄ棟居住者−

今月はノーヒント

①カーテン ②たまごのから
★先月号の正解 ☆正解
正解者２２名のうち厳正な抽選の結果５名の方に図書カードを贈呈します。



応募用紙

①

９月の答え

②

Ｂ

ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

○○○

○○さん

Ｂ

○○○

○○さん

どしどしご応募ください！
応募締め切り日： ９月２９日
提出場所 ： 管理事務所

男・女

才

朝晩がめっきりと涼しくなってきました。子どもたちは運動会の練習に励んで
いることでしょう。本番に力が発揮できるように、体調管理に気をつけましょ
う！
−広報委員会―

