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管理組合広報委員会
グリーンシティ自治会
管理事務所
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ホームページ http://www.greencity.gr.jp/
メールアドレス kanrikumiai@greencity.gr.jp

皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこ
とと存じます。
昨年は右表のように管理組合事業および関連各機関
の事業を実施することができました。新しい年を迎え、
理事一同心を新たにして事業を遂行していきます。
さて、本年も多くの事業計画を抱えており、何かと
慌しい一年になると思います。特に第２３期通常総会
でご承認いただいた大規模修繕工事の実施にあたって
は、理事会および諮問委員会が中心となって遂行して
いきますが、居住者のみなさんにもよりよいグリーン
シティ作りのために積極的に組合活動に参加していた
だけるよう、ご協力をお願いします。

昨年グリーンだよりでお知らせしておりました携帯
電話基地局の設置について、ＫＤＤＩからサービスエ
リア計画の見直しによりグリーンシティへの設置要望
を取り下げる旨の報告がありました。

ＡＥＤを設置
Ｅ棟共聴設備不具合改修
自治会ボウリング大会を実施
普通救命講習会を実施（２８名が参加されました）
２月
各棟玄関ホール扉不具合箇所補修
Ａ棟屋根通気管補修
緊急防災訓練【リアルＤＩＧ】開催
３月
敷地内夜間照明追加（とても明るくなりました）
クリーン作戦（多くの参加ありがとうございました）
４月 防災会がBAN-BANラジオに進出
集会所男子用トイレ改修
記念すべき『グリーンだより第２００号』発行
建物調査診断（これを基に大規模修繕工事を計画します）
５月 消防設備点検・不良箇所改修
Ｄ棟非常階段防火扉改修
Ｄ棟プレイロット藤棚改修
グリーンシティ夏祭り
７月 敷地内夜回り
埋設消防管改修
臨時総会開催
敷地内夜回り（先月に引き続いて）
８月
各棟非常階段防火扉改修
各棟受水槽清掃
防災会がMBSラジオの取材を受ける
９月 Ｅ棟西側バイク置場防犯カメラ追加
各不具合箇所改修
１０月 Ｄ・Ｅ棟エレベーターリニューアル工事開始
第２３期通常総会開催
１１月
Ｆ・Ｇ棟エレベーターリニューアル工事開始
ふれあいもちつき大会
１２月
敷地内夜回り
１月

昨年末頃からＥ棟のエレベーター側非常階段上層階の踊り場付近で、タバコの吸殻や
ゴミの散乱が目立つとの報告が入っています。つい先日もリンゴの食べかすが写真のよ
うに散乱しており、夜間にタバコの吸殻を下に投げ捨てる行為が目撃されています。
この行為を続けているあなた、またはあなた達に警告します。このような迷惑行為はや
めてください！今後も改善されないようなら、当事者を特定し責任を取ってもらいます。

大規模修繕工事は９月開始を計画しています。実施にあたっては、アンケート等による居住者の皆様の意見を
取り入れた上で、安全で安心して生活を送るためのマンション設備を維持していくために、当委員会ならびに環
境整備委員会で精査・検討していきます。
皆様の生活の基盤であるグリーンシティの修繕・保全事業に本年もご理解・ご協力をお願いします。
【Ｆ棟エレベーター】
【床も変わりました】
Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ棟エレベーターリニューアル工事は昨年１２月に
完了しました。１月６日からは残るＢ棟、Ｃ棟、A 棟の順で改修
工事中です。全工事完了までほぼ 1 ヶ月余りになりました。居住
者の方にはもう少しご不便をかけますが、ご理解・ご協力をお願
いします。新しくなったエレベーター設備は皆様の財産です。
ルールを守って大切に利用しましょう。
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今地球が大変な時期をむかえています。地球が活動期
に入ったという言葉を聞いたことがあるかもしれません
が、自然というのは、１年に１回梅雨があるように、地
球という大きな規模で見たときに、何年かに大きな災害
が続いてやってくる時期があります。私たちはしばらく、
平和な時期というのか、大きな災害のない時期を過ごし
てきましたが、「阪神・淡路大震災」が起こった頃から、
地球は活動期に入ったと言われています。これからは大
きな災害が次々とやってくるでしょう。そういう時期に
いま私達は直面しています。
先日、１月４日にもインド
ネシアのニューギニア島の
北側で M7.5 の地震が発生
し、日本沿岸にまで津波が到
達しました。昨年には中国で
四川大地震の M8.0、日本で
は岩手・宮城内陸地震の
M7.2、日本全体で考えれば
Ｍ３以上が毎日どこかで発
生している状態が続いてい
ます。このようなことは、これからしばらくは続いてい
くと覚悟をしなければなりません。ですからもっと多く
の人々の命が災害によって失われるかもしれないとい
う危機の時代に、私たちはさしかかっているということ
を認識する必要があります。
さて、戦争は日本に関係がないと思っている人がいる
かもしれませんが、最近の日本の社会を見ていると、親
が子どもを殺したり、あるいは、子どもがお年寄りをい
じめたりするような状況が生まれて、犯罪も増加の一途
です。本当にこういう時代がこのまま続いたらどうなる
のだろうかということも、ぜひ考えて欲しいと思ってい
ます。このままいくと、人間の命が本当に粗末にされて
しまいます。多くの命が毎年のように失われる時代にな
るかもしれないということを、私たちはしっかりと認識
しなければなりません。自分の力で自分と自分の大切な
人の命を守るということをこれからしっかり考え、そし
てやっていかなければならないと思います。その担い手
は誰かというと、私たちであり、あなた自身なのです。
２１世紀、本当に幸せで明るい、人間にとって素晴らし
い世紀にするということが、今の私たちに課せられてい
る大きな課題なのです。
その為にも、災害の体験をしっかり後世に伝えていく
ことです。それには子どもや孫にも継続して「
「 伝えて い
く」努力をしなければなりません。人間の豊かな感受性
で災害の悲しみ、辛さというものを伝えていってほしい
と思います。
震災体験を風化させてはいけません。「もうあれは過
去のことだ」、あるいは「もうここには地震は来ない」
等と思っている方、またはそう思いたい方、それでは同
じ過ちを繰り返すだけです。
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１月

１９日
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スマトラ沖地震の時に、波が引いたら津波がやってく
るということを先祖代々言い伝えてきた村がありまし
た。そこの村人は、その海の水が引いた途端に津波が来
るということでみんな高台に逃げて助かりました。だか
ら、同じインド洋の中でもそういう伝承がしっかり伝わ
っていて、経験が伝わったところとそうでないところ
で、生死の境というか、尊い命が奪われたところもあり、
命が守られたところもあります。それだけ、体験をしっ
かり伝えるということが大切なのです。阪神・淡路大震
災を知る我々は、家具の転倒防止をしっかりしておかな
ければなりません。また、家の中には水を溜めておかな
ければなりません。
イタリアのローマにある
「トレビの泉」はご存じでし
ょう。でもどうして「トレビ
の泉」があるのか知っていま
すか。今から 1900 年以上
も前のことです。ローマでは
何度も何度も大きな火事が
ありました。その火事を消すために山の裏から水を引き
入れてきて、いたる所に噴水を作ったり、プールを作っ
たりしています。今でもローマの人たちは、ある時期に
お祭りをします。その時には何と広場が一斉に水で満た
されます。ローマは元々水の無い都市でしたが、いたる
所に水がある文化ができあがっています。それは、水が
大切だという文化をずっと言い伝え、受継いでいるため
に、結果としてローマは現在大きな火事は起きない街に
なっているのです。
では我々はどうでしょうか。私達が震災体験で学んだ
ことが本当に次の地震に対して「命を守る」ための文化
として育っているのでしょうか。そのことをもう一度考
える必要があると思います。例えば、家が壊れたらどう
して壊れたのかを考えることです。それはみんなが大掃
除をしなくなったからです。屋根の瓦が重たかったから
壊れたわけではありません。床下にシロアリがたくさん
いて、湿気で土台が腐っていたから家は壊れたのです。
そうなると、土台が腐らないよ
うに手入れをしなければなり
ません。毎日綺麗に掃除をし
て、毎日整理整頓をすることも
「文化」です。そういう意味で
は、日常の中で家族、親を大切
にするというのも「文化」です。そういう日常の生活の
中にしっかり体験を受け継いだ暮らし方をしていくこ
とが、体験を風化させないことであると思っています。
2 月号につづく
（関西学院大学教授・神戸大学名誉教授・室﨑益輝先生の講演の
言葉から一部を使用させていただきました）

年頭に一言。自分を守るためには、すべてにおいて「真
実を知る」ことです。デマや噂話に惑わされない真実を
見抜く心を持たなければ、あなたはあなたの大切な人の
命を守ることはできません。グリーンシティ防災会は今
年も「みなさまに真実」をお伝えしてまいりますので、
疑問を感じることがあれば「何なりとご質問ください」
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みなさんお待ちかねの「ボウリング大会」を開催しま
す。
場
所：ジョイプラザ
日
時：２００9 年２月２8 日（土）
午前１０時３０分開始
（午前９時４０分管理事務所前集合）
実施要項：１人２ゲーム（小学生はガーターなし）
参加資格：グリーンシティに居住される小学生以上の方
参 加 費：１，０００円
募集人員：６０人（定員になりしだい締め切ります）

１月

１９日
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１月１１日（日）等に実施した防災活動が各メディア
に取り上げられましたのでお知らせします。
◆サンテレビ
『ニュースシグナル』
放送日：１月１６日 １７：○○〜
◆ＮＨＫラジオ
『生活の中に防災を取り入れよう』
放送日：１月１７日 ０８：３５〜○９：５５
◆関西テレビ スーパーニュースアンカーＳＰ
『巨大地震“孤立”を生きるには
〜阪神大震災から１４年』
放送日：１月１７日 １４：２５〜１５：２０
◆読売新聞 １月１６日版全国紙
◆神戸新聞 １月１２日版朝刊東播頁に記事掲載済み

参加希望者は「申し込み用紙」に必要事項を記入の上、
２月２１日（土）午後５時までに管理事務所に提出して
ください。

〈お楽しみ会のお知らせ〉
ボウリングを２ゲームします！！

去る１２月２1 日（日）にふれあいもちつき大会を実

集合時間：１月１７日（土）

施しました。例年になく穏やかな天候で、日曜日だった

集合場所：Ｃ・Ｄ棟間

こともあり多数の方々にご参加いただき、ありがとうご

持 ち 物：ナップなどの袋

ざいました。

くつを入れるビニール袋、飲み物

よいしょ！！

☆名札を付けて来てください

丸くなった？
まだ蒸しあがれ
へんかなあ？

午前９時４５分

日

◎ 廃 品 回 収
時：２月２２日（日）午前８時
雨天時は３月１日（日）になります。

◎私の会社の交通事故防止活動のご紹介
昨年私の職場における交通事故で最も多かったの
は、バックでの発進時の事故でした。原因を考えてみ
ると、後方の確認がよくできないままに発進し他車と
接触、また人身事故につながっていました。そこで、
できる限り発進時はバックにならないような駐車を全

集会所を開放します

員に徹底したところ、現在まで事故はありません。
バック時は非常に確認しづらく、又体勢も変化する

日時：１月１７日（土）午前９時３０分〜１２時

ので思わぬ事故になりかねません。事故につながる原

お年寄りから小さな子どもまで、世代を超えて交流

因を無くすため、今日からでも実行してください。

を図ることができる場を提供いたします。
共通の趣味や世間話、昔の遊びを小さな子ども達に
伝えていただくなど、使い方は自由です。
年齢、性別問いません。皆でワイワイガヤガヤ、楽
しい場所をつくりましょう。
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）

●車が駐車枠に入る角度に
なったら、駐車枠に入れる。
●車の位置がずれたら、幅
寄せして車が中央にくるよ
うにする。
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１ ３１ ３０ ２９ ２８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９
日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月

ペットボトル・紙・衣類収集日

かん収集日

燃えるごみ収集日

２
月

びん収集日

３
火

燃えるごみ収集日

４
水

粗大ごみ収集日

５
木

燃えるごみ収集日

６
金

燃えるごみ収集日

７
土

燃えるごみ収集日

８
日

１月
燃えるごみ収集日

燃えるごみ収集日

燃えないごみ収集日

燃えるごみ収集日

１５ １４ １３ １２ １１ １０ ９
日 土 金 木 水 火 月

１９日

理事会

自治会役員会

修繕委員会

専門部長会

広報委員会

環境整備委員会

Ｂ棟エレベーター工事
Ａ棟エレベーター工事
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C 棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事

◆何かとお世話になり有難うございます。エレベータ
ーも手摺りが付き、数字が大きく、入口、中（二箇
所）にも付き、とても分かりやすくなりました。そ
の上、指示した階に点滅ランプが点き、階を間違う
こともなくなり、使用の度楽しくなります。しかし、
先日小学校３・４年生くらいの男の子が２人乗って
来て、６階から１階までのボタンをすべて押してい
ました。一人は６階で降り、もう一人は１階で降り
ました。５階から各階に止まるので、その度に閉め
るようボタンを押さなくてはなりませんでした。心
無いいたずらは止めてほしいです。 Ｄ棟居住者
＊いたずらしている子どもたちを見かけたら、大人が
注意してあげましょう。
管理組合

ごみ は 決 め ら れ た 日 に ︑ 決 め ら れ た も の を ︑ 当 日の 午 前 ８時 ま で に

２月

１月

出してください︒ペットボトルは蓋を取り洗って出してください︒

第２０８号

前日からのごみ出しは防犯上危険ですので厳禁です︒
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◆帰省した折、田舎からお米をもらってきたところ玄
米でした。精米する必要があるのですが、近所のコ
イン精米所を教えてもらえませんか。
＊近所のマックスバリューであれば、どこにでもあっ
たように思います。ご確認ください。
管理組合
●告知
居住者の方より、もちつき大会のおもちの配布につ
いてご質問の投書がありましたが、無記名のために
連絡が取れません。回答を求められるのであれば、
再度「棟・号・氏名」を記述の上ご意見を提出して
ください。
自治会

◆小学校のＰＴＡさん、
「立ち当番」の情報は必要です
か？一ヶ月以上遅れた情報はムダではないですか。
Ｄ棟居住者

Ｂ○○○○

○○○○さん

先月号の正解
今月はキャラクターものです。
① 総理大臣とカメンライダー、手紙を書いたら返事をくれるのはど
っち？
② 子どもは風の子。では舟の子ってだーれだ？

１月の答え

先生の家（１０００センチ）

②

除湿器

正解者 １５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

どしどしご応募ください！ 応募締め切り日： １月３１日
提 出 場 所：管 理 事 務 所
ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

