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自転車登録更新（シール販売）について

生活騒音による苦情について

ます。自転車所有者は必ずこの期間に登録のうえ、

・騒音防止の心づかい
生活騒音の防止は、隣人や階下を思いやり、気づ

新シール（オレンジ）を貼付してください。

かうことからはじまります。お互いが不愉快になら

−

ないために工夫してみましょう。
・困ったとき、苦情を受けたときは
１．まずは直接相手に相談を
生活騒音に悩まされていても、なかなか直接言

２００７年度自転車登録の更新を下記要領で行い

記

−

登録受付日時：３月２６日（月）〜４月７日（土）
午前９時３０分〜午後５時３０分
※昼休み・日曜日は除きます
販売場所

：管理事務所

登録費用

：１，０００円

なお廃棄される自転車はシールを取り除いて廃棄
札（管理事務所で交付します）をつけて、３月１６
日（金）の「粗大ゴミの日」にゴミステーションへ
出してください。
毎年「クリーン作戦」の日に
は、約１００台余りのシール未
貼付自転車を自転車置場から
排除しなければなりません。不
用な自転車はこの機会に自ら
の手で処分してください。

いにくいものです。しかし、相手の人は自分が迷
惑をかけていることに気がついていない場合もあ
ります。
２．相手の立場にたって考えて
自分では気にならない音でも、他の人にとって
は騒音と感じられる音もあります。苦情を言うこ
とは勇気のいることなのです。苦情を言ってくる
人は非常に困っているにちがいありません。
生活騒音被害の２大要素は「睡眠の妨げ」と「精
神的イライラ」です。また、被害感が大きいとされ
ているのが子どもの飛び跳ね音・物を落とす音や、
椅子・テーブル・家具等を引きずる音などです。
できることから改善するように心がけましょう。

先月号のグリーンだよりでお知らせした、給水設備（ウォータハンマー現象対策を含む）の改修工事仕様に
ついて精査しました。現時点でご報告が可能な事項をお知らせします。
◎工事目的

各棟・共用配管（継ぎ手等含む）の経年劣化による腐食対策を含めた更新

◎工事範囲

・直圧部・受水槽廻り給水配管更新
・各棟給水上下給水配管更新
・各戸ＰＳ内（該当住戸への減圧弁設置）給水管更新

◎工事期間

本年５月から１２月上旬（予定）

今後は、見積もり参加業者へ工事内容を説明し、
妥当な価格と、私たちの日常生活への影響を極力少
なくできる工事を提案でき、また信頼性・安全性等
が充分に考慮されているのかを、総合的に審査をし
た上で施工業者を理事会で決定したいと思います。
ついては、参加業者が敷地内で調査等を実施する
事がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。

Ｃ棟ガス配管復旧工事を、専門業者に依頼をして
おりますが現在、日程の調整中です。現状のご利用
には問題はありませんので、日程が判明しだいご案
内します。１階の該当箇所は仮設配管が露出した状
態でご不便をお掛けしますが、ご理解のほどよろし
くお願いします。
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卓球したい人集まれ！
ちょっとしたグリーンシティの
「人にやさしい」マナー
グリーンシティでは、居住者の方々がルールを守る
ことにより現在「迷惑駐車」がほとんど無くなりまし
た。居住者のみなさまに安全で快適な生活、安全安心
のまちづくりにご協力をいただき本当にありがとうご
ざいます。これも居住者みなさんの高い防犯防災意識
の現れだと思っています。
さて、こんなことに気づいていない人がいます。

そんな人たちのためのグリーンシティ
駐停車マナー講座 (⌒▽⌒)／゜

先日テレビ大阪系列で放送された番組『レス Q が行
く』の製作会社からお礼として、卓球台を２台いただ
きました。
今後この運用方法については検討しますが、広く居
住者の皆さんに使用していただきたいと思いますの
で、運営についてご協力いただける方は管理事務所ま
でご連絡ください。
なお、運用方法が決定
するまでは、毎月第１
土・日に集会所ホールを
無料開放し、ご利用いた
だけるようにする予定で

マナーその１

す。利用開始日及び運用

やむなく道路に車を止める場合には、ハザードランプ

方法については、掲示板

を点灯し、安全対策のために有効利用しましょう。

等でお知らせします。

・迷惑駐車は重大事故につながります。絶対にやめま
しょう！
・昼夜を問わず、やむを得ず

最近のグリーンシティにおける資源ごみの出し方を

車を止めるときは必ずハ

見て、リサイクルのために我々市民が行うべき最低限

ザードランプを点灯し車

のルールを加古川市環境第一課に再確認しました。

両があることを知らせて

１．ペットボトルにキャップやラベルが付いたまま出

ください。
マナーその２

してあるが、リサイクルに支障はないか？
回答：キャップはペットボトルと素材が異なりますの

やむなく道路に車を止める場合でも、カーブしている

で必ず外してください。なお、外したキャップは「燃

場所、チェーンゲート付近や駐車場出入り口付近はご

えるゴミ」に出してください。ラベルもペットボト

遠慮ください。

ルと素材が異なりますが選別機で選別可能です。し

・カーブに止めると正面衝突など重大事故につながり

かし、最近のラベルは手でも剥がしやすくなってい

ます。

るので、できるだけ剥がすようにご協力をお願いし

・出入り口付近は他の人の大きな迷惑です。

ます。なお、外したラベルは「燃えるゴミ」に出し

・チェーンゲート付近に止めて「おしゃべりに夢中」

てください。

も大変迷惑です。

２．びんはかごの色で区分（青かごは無色びん、茶か
ごは褐色びん、黄かごはその他色びん）するが、そ

マナーその３

れを無視して乱雑に出された場合リサイクルに支障

やむなく道路に車を短時間止める場合は、停車時間は

はないか？

２０分以内で！
・自分だけだから大丈夫だろうは「もってのほか」用

回答：無色・茶色のビンをリサイクルするためには一
定以上の純度が必要となるので、無色・茶色のビン

事がすめば駐車場へ移動しましょう。

は確実に分別する必要があります。収集したびんは

・道路はけっして駐車場ではありません。

市でも色および不純物についてさらに選別していま

車の前後から人の飛び出しに注意！
・車の前後からいつ人が飛び出すかわかりません

すので、ご協力をお願いします。
もうそろそろ「自分さえよければよい」という考え

２０分以上の駐車は必ずふれあい公園東側の来客駐

は止めませんか！我々の子どもや孫の時代の地球環境

車場へ止めましょう。

を考え、リサイクルに協力しましょう。また、放火対
策として燃えやすいごみ（燃えるごみ、資源ごみの紙・

グリーンシティの快適な環境は「居住する一人ひとり

衣類、ペットボトル）の前日出しは禁止です。最低限

の小さな心がけ」からはじまります。

の住まいのルールを守って暮らしましょう。
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「平成１８年度ＰＴＡ・少年団地区総会」を以下のと

約４０名の方に参加いただき、１ゲームで２５０点以上

おり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願

のスコアを出す達人もおり、和気あいあいと楽しい時間

いいたします。

を過ごしました。
ゲーム終了後は集会所ホールにて成績発表を行い、
日時：３月１６日（金）

１位はＣ棟の神戸さん（２ゲームで４２８点）でした。

午後７時３０分から

その後商品の抽選会を行い、参加者全員の方に商品を渡

場所：集会所ホール

すことができました。大会運営のおいては多数の方にご
協力をいただき、この場を借りてお礼申し上げます。
※

欠席される場合は出欠票に委任状を添えて提出し
てください。

※

出欠票・委任状は３月９日（金）までに提出してく
ださい。

１年間小学校ＰＴＡ活動にご理解、ご協力いただきあ
りがとうございました。
【卒業式

３月２２日（木）】

＜立ち当番のお知らせ＞
３月１日の立ち当番は次の方でした。
◆可燃ごみ収集日にＡ棟ごみステーションに多量のダ

・千代の湯前

Ｄ

○○○

○○さん

・高架下

Ｆ

○○○

○さん

ンボールが廃棄されていました。なぜ決められたル

Ｄ棟→Ｃ棟→Ａ棟→Ｂ棟→Ｇ棟→Ｆ棟→Ｅ棟の順で

ールを守れないのでしょうか。

回ります。

Ｄ棟居住者

◆びんの回収日にＥ棟ごみステーションに化粧品のび
んが出されていました。

Ｅ棟居住者

ごみ出しにはルールがあります。
「自分だけなら大丈
夫」と思っているあなた！、その姿を子ども達も見
ていますよ。その子ども達が大人になったとき、ど
うなるのか心配になりませんか。

管理組合

◆早速ガス漏れについての情報を載せてくださって、
ありがとうございました。

Ｃ棟居住者

◆今月のクイズ、少し悩みましたが頑張って解きまし
た。

１年間少年団活動にご理解ご協力ありがとうござい
ました。
子ども達といっしょに役員一同楽しく過ごせました。
また、並行して新役員が活動しています。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。
２月２５日（日）廃品回収にご協力いただきありがと
うございました。

Ｄ棟居住者

◆テレビ大阪見ました。ご苦労様でした。Ｆ棟居住者
お礼に卓球台をいただきました。ぜひ居住者の皆さ
んで有効に利用してください。

管理組合

１年間中学校ＰＴＡ活動にご理解ご協力をいただき
ありがとうございました。今後ともより一層のご協力を
よろしくお願いいたします。

Ｃ

○○○

○○さん

卒業式

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）

３月１３日（火）
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燃えるごみ収集日

管理事務所研修のため休務

燃えないごみ収集日

燃えるごみ収集日

粗大ごみ収集日

氷丘中学校卒業式

ＰＴＡ・少年団地区総会

理事会

春分の日

燃えるごみ収集日

びん収集日

修繕委員会

自治会役員会

広報委員会

専門部長会

１．予防対策のポイント
発症予防あるいは症状の軽減のためには、発症の
引き金となる花粉との接触をできるだけ避けること
が重要です。
予防にこれ（１） マスク
予防にこれ（２） メガネ
予防にこれ（３） 帽子
２．日常生活の中での主な予防対策
１）外に出た時
マスクやメガネの着用が有効な手段となりま
す。さらに花粉は衣類や髪に付着しやすいことか
ら、織り目が細かく、静電気を帯びにくい素材の
服や帽子を着用することも予防対策のポイントと
なります。

氷丘南小学校卒業式

１ ３１ ３０ ２９ ２８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５ １４ １３ １２
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
月

燃えるごみ収集日

３
火

ペットボトル・紙・衣類収集日

４
水

燃えるごみ収集日

５
木

３月
燃えるごみ収集日

６
金

かん収集日

７
土

燃えるごみ収集日

８
日

１２日
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放火対策のため︑ごみの前日出しは禁止です︒
必ず当日の朝出しましょう！

４月

３月

２）帰ってきた時
付着した花粉を家の中に持ち込まないよう玄関
前でよく払い落とします。外で露出していた手や
顔などは、鼻や眼に入らないよう充分注意しなが
ら、刺激の少ないぬるま湯などで洗い 、すぐに柔
らかいタオル等で水気を取ります。
３）家の中にいる時
飛散する花粉数が多い日には必要以上に窓を開
放しないように心がけ、窓を開けた後に掃除機な
どで花粉を取り除きます。また布団を外に干した
ときには、取り込む前に花粉を払い落とし、取り
込んだ直後には掃除機などで花粉を除きます。
※掃除機内のゴミの処理もお忘れなく！
兵庫県立健康環境科学研究センター健康科学部ＨＰ
先月号の正解
①

②地名が制定され
た時代の都「京
都」に近いほう
が上。

今回は今流行のご当地検定「グリーンシティ」版です。
①

グリーンシティの誕生年は西暦何年？
（ヒント：Ｆ棟は今年の 6 月で満２２歳です）

②

正解者９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。

グリーンシティには何台エレベータがあるでしょう？


応募用紙

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

