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１１月１８日（土）午後７時から集会所ホールにて、加古川グリーンシティ管理組合第２１期通常総会が出席
２３名、委任状出席４６９名、合計４９２名の組合員出席のもと開催され、全ての提案議案が承認・可決されま
した。第３号議案の可決に伴い第２２期管理組合新役員が以下のように決まりましたのでお知らせします。
第２２期新役員
Ｂ ○○○ ○○ ○○
氏
Ｃ○○○○ ○○ ○○
氏
Ｄ○○○○ ○○ ○○
氏
２期目再任理事 Ｄ ○○○ ○
○○
氏
（３年目）
Ｅ○○○○ ○○○○○
氏
Ｅ○○○○ ○○ ○○
氏
また、総会終了後引き続いて第２２期の第１回理事会が開催され、以下の体制が決定しました。
第２２期理事会
理事長
○○ ○○
氏
副理事長（修繕委員長）
○
○○
氏
〃
（広報委員長）
○○ ○○
氏
〃
（自 治 会 長）
○○ ○
氏
会計
○○ ○○
氏
書記
○○○○○
氏
各委員会一覧
広報委員会
修繕委員会
委員長
Ｄ ○○○ ○○ ○○ 氏
委員長
Ｄ ○○○ ○
○○ 氏
副委員長 Ｅ○○○○ ○○○○○ 氏
副委員長 Ｅ ○○○ ○○ ○○ 氏
委員
Ｂ ○○○ ○
○○ 氏
委員
Ａ ○○○ ○○ ○○ 氏
Ｂ ○○○ ○○ ○○ 氏
Ｂ ○○○ ○○ ○
氏
Ｃ○○○○ ○○ ○○ 氏
Ｄ○○○○ ○○ ○○ 氏
Ｄ ○○○ ○○ ○○ 氏
Ｆ○○○○ ○○ ○
氏
新規就任理事

マンションで生活して行く上では、規約を理解し確認しておくことは、居住者として最低限の義務です。今回
の総会の出欠票においても約９０名の人が再三再四の要請にもかかわらず、提出されませんでした。「人と関わ
りたくないからマンションに入っている」と主張する人がいますが、最低限の義務は果たすようにしましょう。

先日の総会で、事業の実施や検討の承認をいただき
ました。修繕委員会一同、みなさんのご協力をいただ
きながら取り組みますのでよろしくお願いします。

第２１期通常総会で可決した、給水設備改修工事（詳
細は総会議案書を参照）はマンション全体の工事とな
り、工事期間としても約１年間程度を必要とします。
工事実施に先立ち居住者のみなさんには説明会を行い
ますのでよろしくお願いします。また、
「グリーンだよ
り」などで詳細はご連絡します。

老朽化にともなう、消防設備（ポンプ等）改修が
１１月末に完了しました。

使用する機会が無い方がよいのですが、私
たちが安心して生活するために初期消火
設備は必要です。

以前「グリーンだより」でお知らせした
様に、植栽が踏み潰された対策として、ガ
ードパイプの設置を行ないました。残念で
すがこの度も高架側道側で同じ事が起こ
り、対策としてガードパイプの追加設置を
行ないます。マンション周辺の生き物や設
備に、思いやりや物を大切にする気持ちを
持って行動しましょう。
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１１月２３日（木・祝）
１６時から加古川プラザ
ホテルに於いて、防災ま
ちづくり研修会、及び内
閣総理大臣表彰と総務大
臣賞受賞の祝賀会を、県
内外から約１００名の
方々にご参加いただき、グリーンシティ防災会実践発
表、講演会などを開催しました。
来賓には、東田雅俊防災監（兵庫県）、杉原隆光理事
官（総務省消防庁）、釜谷研造兵庫県議会議員、山本敏
信兵庫県議会議員、山田一成県民局長（東播磨県民局）、
元治正明災害対策局長（兵庫県）をお迎えし、ご祝辞
を皆様から頂戴いたしました。そして、室崎益輝先生
（総務省消防庁消防大学校消防研究センター所長）、小
村隆史先生（富士常葉大学防災学部助教授）、吉村秀實
先生（防災ジャーナリスト）にはご講演を賜りました。
東田防災監「阪神淡路
大震災から多くの教訓
を学んだ。そのなかでも
コミュニティの防災力
が一番大切だとあらた
めて教えられ、自分たち
のまちは自分たちで守
るんだという防災の原点に返ったまちづくりが今求
められている。更に活動内容を高め、全国の自主防災
組織のモデルとして、みんながグリーンシティを目指
す目標として育ってほしい。」

１２月

１１日
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元治災害対策局長「ひと
りでは生きていけない。み
んなで助け合わなければな
らない。安全安心の共助意
識をもった共同体の活動が
ここにある。」
また、ご講演いただきました先生方からは以下のよ
うなお言葉を頂戴しました。
室崎益輝先生「日本中に
この活動を発信してほし
い。ここには日本中で一番
進んだハイテクの防災ま
ちづくりがある。」

小村隆史先生「ようやく
時代が加古川グリーンシテ
ィに追いついてきた。今後
は自然の摂理に基づく防災
を行い、次世代につながる
まちづくりをしてほしい。」

山本県議「加古川グリーンシティ防災会は自主防災
の手本であり、更なる安全で安心の住みよいまちづく
りにまい進してほしい。」

吉村秀實先生「何事にも
楽しさをキーワードにし、
現在の組織をもっと幅を
広げ、男女や世代を問わず
多くの人たちを採り入れ
てほしい。」
と激励をいただき、次の
ステップへ踏み出すための勇気を皆様から頂戴しまし
た。
来賓の方々、各先生方の言葉を胸に、次の１０年に
向けた加古川グリーンシティのまちづくりを行ってい
きたいと思いますので、みなさまの更なるご協力賜り
ますようお願い申し上げます。
また、研修会に於いて２名の表彰式を行いました。
まず、先日ゴミ収集車の火災で初期消火を行い火災の
拡散防止に努められた壱貫田さんと、加古川グリーン
シティの未来につながる青少年育成にご尽力された森
さんにそれぞれ感謝状を贈呈いたしました。

山田県民局長「東播磨
県民局としても素晴ら
しい誇りであり、加古川
グリーンシティ防災会
の取り組みが全世界に
広がってほしい。」

楽しくなければ防災の輪は広がらない「楽しく防災
活動をやろう」というテーマで今後も多彩なアイデア
を仕掛けながら継続可能なチー
ムづくりに努めていきますので、
みなさまご協力よろしくお願い
します。

杉原理事官「内閣総理
大臣表彰にあまんじるこ
となく、遊び心を持ちな
がら一から始める気持ち
で頑張ってほしい。」

釜谷県議「ひとつの小さな自主防災組織が二つのこ
んな大きな賞を取っている。本当に素晴らしいことだ。
この活動を日本中に発信してほしい。」
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１２月

１１日
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自家用車のセキュリティシステム誤作動の件
年末、恒例となりました「ふれあいもちつき大会」を
以下のとおり実施します。最近、めったに体験できない
「おもちつき」を子ども達に体験してもらいます。グリ
ーンシティのお年寄りから子ども達に教えてください。
つきたてのお餅をきな粉や大根おろしにつけて、その
場で味わえます。地域のふれあいの場としてたくさんの
方々の参加をお待ちしています。特に「つき手」不足の
ため若い男性（中高生もＯＫ）の参加と、おもちつきに
詳しいお年寄りの方の参加を期待しております。
日 時：１２月２３日（祝） 午前１１時から
場 所：Ｃ・Ｄ棟間

ＰＴＡ会員の皆様には、師走の慌しい中、平成１９年
度の新役員選出にご協力いただきましてありがとうご
ざいました。子ども達も大きな行事が多い２学期を過ご
し、貴重な体験を基に楽しい思い出ができたことでしょ
う。
今年も残りわずかとなりましたけれども、ひきつづき
ＰＴＡ活動にご理解とご協力をお願いします。

新一年生の保護者の方へ
先日は、ご連絡ありがとうございました。お子さんが
初めて入学されるご家庭には、入学までに役員がご説明
に伺います。
＜＜立ち当番のお知らせ＞＞
１２月１日（金）の立ち当番は次の方でした。
●千代の湯前 Ｂ○○○ ○○さん
●高架下
Ｄ○○○ ○○さん
Ｄ棟⇒Ｃ棟⇒Ａ棟⇒Ｂ棟⇒Ｇ棟⇒Ｆ棟⇒Ｅ棟の順で回
ります。

◆おもちつき大会楽しみです。
Ｃ・Ｄ棟居住者
あんこもちが好きだから、いっぱい作ってください。
楽しみにしていてくださいね。
◆としょけんあててくれてありがとう。
Ｇ棟居住者
◆ごみステーションの火事ほんとにビックリしました。
あらためて、火の怖さを実感しました。気をつけまし
ょう。
Ｄ棟居住者
従来からごみの出し方については広報しておりま
すが、残念ながら意識の低い方にはほとんど効果があ
りません。このままでは、不正ごみ出しの見張りを、
居住者全員の輪番制で行うことになる可能性があり
ます。もう一度ごみの出し方を再確認してください。

台風などの強風や大雨のときに、自動車のセキュリテ
ィシステムが誤動作し、周辺住民に迷惑をかけていま
す。特に夜間に発生した場合は、当人は気づかないのか
長時間放置されている場合が多々あります。
管理組合としては、このまま対策をされず放置される
場合は、駐車場契約の解除等も含めて検討して行きます
ので、所有者の方の自主対策を望みます。

文部科学大臣からのお願い
未来のある君たちへ
弱いたちばの友だちや同級生をいじめるのは、はずか
しいこと。仲間と一緒に友だちをいじめるのは、ひきょ
うなこと。
君たちもいじめられるたちばになることもあるんだ
よ。後になって、なぜあんなはずかしいことをしたのだ
ろう、ばかだったなあと思うより、今、やっているいじ
めをすぐにやめましょう。（後略）
保護者や地域の皆さんへ
このところ「いじめ」による自殺が続き、まことに痛
ましい限りです。（中略）
子どもの示す小さな変化を見つけるためにも、毎日少
しでも言葉をかけ、子どもとの対話をしてください。
（後略）
文部科学大臣 伊吹文明

みんなで夜回りをしましょう
期

間：１２月２５日（月）から
２９日（金）まで
集合場所：集会所 ホール
集合時間：午後８時３０分
（約１時間程度巡回します）
※小学校２年生以下のお子さんは、
必ず保護者同伴でお願いします。

「
「地
地域
域の
の安
安全
全は
は、
、自
自分
分達
達で
で守
守る
る」
」

◆ある年配の方が、自分の自転車を止める位置を確保
するために、自分の自転車を使うときには、他の方
の自転車を自分の止めていた場所に移動させていま
す。私の自転車も無くなったのかと思い探し回った
ことが何度かあります。空いている場所に止められ
てはどうですか？
Ｄ棟居住者
今後はこのようなことをしないようお願いします。
◆ベランダから物を落とすのをやめてください！
１階専用庭には上階から色々なものが落ちてきま
す。故意ではないと思いますが、お子さんのおられ
るご家庭では、ベランダから物を落とさないようご
指導をお願いいたします。
１階居住者

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）
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燃えるごみ収集日

管理事務所休み

燃えないごみ収集日

理事会

天皇誕生日 ふれあい餅つき大会

元日

氷丘地区年賀交歓会

専門部長会

広報委員会

夜回り

燃えるごみ収集日

燃えるごみ収集日

びん収集日

１ ３１ ３０ ２９ ２８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５ １４ １３ １２ １１
月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月

燃えるごみ収集日

２
火

燃えるごみ収集日

３
水

ペットボトル・紙・衣類収集日

４
木

燃えるごみ収集日

５
金

１２月
燃えるごみ収集日

６
土

燃えるごみ収集日

７
日

１１日
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ごみは当日の朝だしましょう！

１月

１２月

重曹でお部屋の匂いをクリーンアップ
市販の臭い取りを使うのもいいですが、お好み焼きやお菓子をふっくら仕上げるのに使う、重曹が役に立ってく
れます。キャンディやクッキーの小さな空き瓶などに重曹をいっぱいに入れて、玄関や台所や部屋のすみに置いて
おきましょう。それから、トイレや冷蔵庫にもどうぞ。そのとき、瓶のふたはしないで開けた状態にしておきます。
だいたい半年くらいは効果があります。使って半年くらいたったものは台所やお風呂場、洗面所の排水口の中に入
れ、上からお湯をかけましょう。排水管の汚れを取り去ってつまりを防止する効果があります。

Ｄ○○○○

○○さん

２２期が新体制でスタートし、紙面も刷新しました。

Ｂ

○○○

○○さん

理事全員一丸となって取り組んでいきますので皆さんのご協力・ご支

Ｂ○○○○

○○さん

援をよろしくお願いします。

−広報委員会−

太郎くんのお母さんはさいふの中にあった１０円、５円、１円を

先月号の正解

三人の息子に渡しました。
１０円は十郎くんに、５円は五郎くん

☆ 正解

では１円は誰にあげたのでしょう？

１２月の答え

②リコーダ

正解者２０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火

どしどしご応募ください！ 応募締め切り日：１２月２９日
提 出 場 所：管 理 事 務 所
ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号 氏名

男・女

才

