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団地管理組合法人加古川グリーンシティ
管理組合広報委員会
グリーンシティ自治会
管理事務所
４２５−６８５２
ホームページ http://www.greencity.gr.jp/
メールアドレス kanrikumiai@greencity.gr.jp

団地建物所有者の意思を統一し決定するのが総会です。その総会で決議された事柄の執行機関として理事会があ
ります。今回は管理組合の核ともいうべき理事会と総会について考えます。
●管理組合の業務執行機関｢理事会｣
理事会は、当マンションに居住する区分所有者の中から選任される理事で構成されています。
●管理組合の役員
管理組合の組織は団地建物所有者全員を構成員とし、総会で決議された管理業務を執行する「理事会」
、管理組
合業務を監査する「監事」が置かれ、理事や監事が管理組合の役員となり、それぞれの職務を遂行します。
理事会役員は総会で選任されますが、理事長および副理事長は理事の中から互選により選任されることになりま
す。（理事会の活動は単なる意思決定機関というより、管理組合の運営方針を検討・策定する中枢機関です）
監事は、管理組合の業務の執行（主に理事長および理事会の業務執行）および会計状況を監査し報告をすること
が職務であり、理事会に出席して意見を述べることはできますが決議に参加することはできません。また、管理組
合の業務の執行および財産の状況に不正があると認めるときは、監事が臨時総会を招集することができます。

●団地総会
団地総会には「通常総会」と「臨時総会」があります。毎年１回定期的に開催されるのが通常総会であり、ここ
では管理組合の活動報告、決算・予算、事業計画の審議や役員の選任等について決議が行われます。それに対し、
文字どおり臨時に開催されるのが臨時総会です。
団地総会の開催にあたっては、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を必要とし。議事は、出席組合員の
議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決することとなります。
（議決権は加古川グリーンシティの場合１戸につき１議決権になります。組合員自らが出席して行使するのが原則
ですが、出席できない場合は、書面または代理人（委任状）によって議決権を行使することもできます）
●総会の決議要件
区分

決議要件

決議事項
① 収支決算および事業報告
② 収支予算および事業計画
③ 管理費等および専用使用料の額ならびに賦課徴収方法

普通決議

出席議決権の過半数

④ 規約の変更および使用細則の制定または変更
⑤ 長期修繕計画の作成または変更
⑥ 役員の選任および解任ならびに役員活動費の額および支払方法
⑦ 組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結
⑧ その他団地管理組合法人の業務に関する重要事項
① 規約の制定、変更または廃止

特別決議

組合員総数および議決権
総数の 4 分の 3 以上

② 土地および共用部分の変更（その形状または効用の著しい変更
を伴わないものを除く）
③ 団地管理組合法人の解散
④ その他団地総会において特別決議とする事項
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今回の大規模修繕で行う共用部の工事範囲につい
て、その概要をお知らせします。

Ｅ棟４・５号系統の埋設部雑排水

１．下地補修工事

管の勾配不良、および配管の変形に

鉄筋の錆、コンクリートやモルタルの割れ、剥離、

よる不具合箇所改修工事は、無事６

壁面の亀裂等を補修します。

月２６日に完了しました。居住者の

２．シーリング工事

方ご協力ありがとうございました。
今後雑排水管の不具合箇所が発生すれば、そのつど
改修工事計画をたて検討していきます。

外壁打継目、アルミやスチール、ステンレス製建
具の廻りをシーリングで補修します。
３．塗装工事
内外壁、および鉄部を塗りなおします。
外壁の色については、アンケート結果の大勢を占

敷地内電柱の広告ビラ貼付

めた同系色を基本として選定中です。

防止シートが老朽化し、見苦

４．防水工事

しいので関西電力に申し入れ

①各棟屋根、電気室・ポンプ室屋根の防水

シートの張り替えをしていた

②ルーフバルコニーの防水

だくことになりました。

③ベランダの防水

（色はグレーの予定）

現在のウレタン塗膜による防水は掃除がしにく
く色合いも悪い等のご意見があったため、最近

６月２７日理事会を開催し、見積参加企業８社から
提出された見積金額・経営状況・改修工事実績等を参
考に理事会で協議・検討した結果、以下の４社（㈱奥
村組

㈱カシワバラ・コーポレーション

建装工業㈱

鉄建建設㈱）に絞り込みました。
また当該企業４社のヒヤリングを７月１１日に実施
し、その結果を精査・検討後施工企業を決定する予定
です。

のマンションを調査した結果、塩ビシート（共
用廊下で使用しているようなもの）による防水
処理を検討しています。
④共用廊下、屋外階段の防水
５．その他工事
３月に実施したアンケート結果等を基に、以下の
内容について検討を進めています。
①Ｂ・Ｄ・Ｅ棟エレベーターホールへの雨水浸入
対策の検討
風の強い降雨時に、エレベーターホールからエ

敷地西側用水路法面の桜木が成長し、それに伴い樹
木の間隔が狭くなり均等にするため、間引いた樹木を

レベーターシャフトへの雨水浸入を防ぐため、
スクリーン壁の設置を検討しています。
②敷地境界等ネットフェンスの更新

北側に移植しました。
来年以降、西側水路法面がきれいな桜並木になるこ

支柱やネットに劣化・損傷がみられるため、更
新を検討しています。

とを期待しています。
西側ゲート南

③各棟１Ｆエントランスホール前タイルの滑り止
め対策
④排気ガラリ（外壁側排気口の金具）取替、室名
札取替、物干金具取替、A 棟南面落下防止柵等
６．現場事務所
Ａ棟１Ｆの元トーホーさんの店舗跡を使用する予
定です。

※ベランダ・ルーフバルコニー整理のお願い
ベランダ・ルーフバルコニーは防水処理を実施しま
西側ゲート北

す。現在置かれている物（物置や植栽等）は移動が必
要になりますので、今から整理し、施工障害のないよ

敷地内でご要望やお気づきの点があれば、委員会で
検討させていただきますので、よろしくお願いします。

うにお願いします。エアコン室外機の移動については、
手法が決定後お知らせします。
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もしものときの注意
①気象情報、防災情報に注意します。
近年、日本の夏って変な気がしませんか？

もう本当

②車で避難してはいけません。時間あたり２０㎜以上の

に逃げ出したくなるような暑い日が年々多くなってきて

降水量でワイパーは効かず、ブレーキが効かなくなる可

います。突然の夕立。カラッと晴れていた空が、一転し

能性があります。車は思ったよりも水の浸入に弱く、マ

て土砂降りになるのはもう珍しくはありません。

フラーの高さ（約 20cm）までの水位でエンジンは停

普段、降雨時の「雨の日散歩」

止します。もしも車に乗っているときに水没してエンジ

雨が降った時、降雨量によって周囲の状況がどう変化

ン停止しそうになったなら、迷うことなく車外に脱出す

するか等平常時に確認しておくと、豪雨の際に水の濁り

ることを考えましょう。ドア付近まで水位がくれば水圧

方、小石や土砂の流れ具合などで土砂災害や鉄砲水に発

でドアは開けられなくなるばかりか、エンジン停止すれ

展するかの異常を見分けることができ、早期自主避難の

ば窓も開けられません。

判断目安になります。平常時と異常時の違いを普段から

③浸水が進行すると歩行が困難になります。成人男性で

確認しておくと良いでしょう。
「私は雨の日散歩をおすす

７０㎝以上、成人女性で６０㎝以上になると歩行困難と

めします」

なります。そうなったら無理をせず救助を待ちます。

自前のハザードマップづくり

④避難するときは隣近所に声を掛け合って避難してく

行政などが作成する洪水ハザードマップは、洪水が発

ださい。とくに要援護者の支援は隣人の役目です。

生した場合被害を受ける可能性がある地域を示すもので

⑤避難者同士ロープで結んで避難します。

す。しかし、いざというとき必要なのは避難経路の危険

⑥荷物はできるだけ減らし、最小限に

箇所（マンホール、側溝、小河川）の把握です。濁流で

して両手を開けて避難します。

冠水した場合、そうした危険箇所が見えなくなります。

⑦冠水箇所には障害物や深みがありま

避難途中にふたの外れたマンホールや側溝に落ちて犠牲

すので、長めの棒をもって探りながら

となるケースが圧倒的に多いのです。自宅からの避難経

進みます。

路にある危険箇所などを確認しておき、自前のハザード

⑧避難するときはヘルメット、手袋、雨具、長ズボン、

マップに位置を記入しておくことも大切です。

長袖シャツで、懐中電灯、ラジオを持って避難します。

家の外回り防災片付け「防災大掃除」

⑨長靴は水が入ると動けなくなるので、脱げにくい紐靴

排水溝の清掃や周囲の片付けなど「防災大掃除」を季

などで避難します。

節の変わり目など、定期的に実施する必要があります。

⑩火の元、ガスの元栓、電気のブレーカーを閉じ、戸締

強風などで飛ばされる可能性があるベランダのプランタ

まりして避難します。

ーなどはしっかり固定したり片付けたりして、物干し竿

⑪マンションの場合でも、高層階だから安心と思っては

は日頃からしっかりと結びつけ強風で飛ばない対策をし

いけません。下水道が浸水し満水になると、トイレや台

ましょう。

所などの使用ができなくなります。あなたの身勝手な行

マンション室内への防水対策

動が多くの人に迷惑をかけることになりますので、マン

①マンション特有の現象で、台

ション内の防災情報に注意してください。

風時に窓の下のレール部分な

情報の入手

どから水が吹き込む場合があ

テレビやラジオで情報の入手はもちろんのこと、加古川

ります。古いタオルなど捨てず

グリーンシティでは、管理組合、自治会、防災会からの

においておき、台風時には室内

身近で大切な情報も入手できるよう日頃から「７ＣＨ・

の窓の下側（アルミサッシレール部分）に湿らせたタオ

ニューメディアシステム」受信の確認をお願いします。

ルを置きましょう。水の吹き込み浸入を押さえることが

受信できない方は管理事務所までお問い合せください。

できます。

危険に近づくな！

②マンションの高層階では、エアコンの

河川が増水しているかどうか

ドレンパイプから風が逆流し、夏などは

の確認をしに行ってはいけませ

除湿した水が逆に室内へと吹き込みま

ん。命が惜しいなら、見に行く

す。図のように室外のドレンパイプに「ハ

よりもまずテレビやラジオで情

サミで切り込みを入れたビニール袋」を輪ゴムで取り付

報を入手してください。

け、コップ一杯の水をそのビニール袋にかけておくだけ

「私は大丈夫」と思ったあなた

で風の逆流は止まり、ドレンの水は適切に排出します。

の過信は多くの人に迷惑をかけることになります。

また、ドレンパイプ用の逆止弁なども販売されています。

〈
『防災システム研究所ホームページ』より引用させていただきました。〉

「話そうはりま」ＨＰよ
り河川情報が入手可能
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今月は低カロリーで、夏にピッタリのさっぱりメニ
先月号で募集した「第２３回グリーンシティ夏祭り」

ュー！一つの鍋で順にゆでれば、手間が省けて簡単、

ポスターの応募締め切りを７月１８日（土）午後５時

早業レシピ「豆腐の冷しゃぶ添え」と「もやしのカレ

に延長して追加募集します。どしどしご応募ください。

ー風味サラダ」を紹介します！！
豆腐の冷しゃぶ添え（材料２人分）
２本

提出先：管理事務所
なす

子ども達が待ちに待った夏休みが、いよいよ始まりま
す。グリーンシティ内や周辺のあそび場など、十分に気
をつけて楽しい夏休みを過ごしましょう。

【
【夏
夏休
休み
み地
地区
区水
水泳
泳当
当番
番お
およ
よび
びパ
パト
トロ
ロー
ール
ルに
につ
つい
いて
て】
】
例年通り保護者の皆様にご協力をお願いしたいと思
います。
【
【ラ
ラジ
ジオ
オ体
体操
操の
のお
お知
知ら
らせ
せ】
】
期 間：７月２７日（月）から７月３１日（金）
時 間：午前６時３０分から
場 所：ふれあい公園
がんばって参加してください。
【
【お
お願
願い
い】
】
グリーンシティ夏祭り当日（７月２５日）に、準備等
のお手伝いをしていただける方は、地区ＰＴＡ常任まで
ご連絡をお願いします。

木綿豆腐

１／２丁

豚肉（こま切れ）

１２５ｇ

Ａ

梅干し

１個

めんつゆ（ストレート）

大さじ２

塩
もやしのカレー風味サラダ（材料２人分）
もやし
１／２袋
カレー粉

小さじ１

かにかまぼこ

４本

Ｂ

マヨネーズ

大さじ１

しょうゆ

小さじ１／２

塩、こしょう

各少量

●つくり方
１．なすをレンジで加熱する
なすはヘタを取り除き、耐熱皿に並べ、ラップを
かけて電子レンジで３分３０秒加熱する。Ａの梅
干しは果肉を包丁でたたき、めんつゆと合わせる。
２．豆腐をゆでる
鍋に湯を沸かし、塩を多めに入れる。豆腐を手で

◎６月２８日（日）に氷丘南小学校でドッジボール大会
が行われました。８チーム（５５人）が参加し、低学
年男女ともＡチームが優勝、低学年女子Ｂチームは準
優勝しました。
子ども達の元気いっぱいのプレーに皆様のご声援
ありがとうございました。

＜
＜今
今後
後の
の活
活動
動予
予定
定＞
＞
◎７月２５日（土） グリーンシティ夏祭りにて夜店
の出店
◎７月２６日（日） 清掃活動
◎８月 ３日（月） 河川敷クリーン作戦
（４年生以上）
◎８月２４日（月） ラジオ体操
〜２８日（金）
詳しくは各棟掲示板等でお知らせします。

大きくちぎって入れ、２〜３分ゆでて、網じゃく
しですくって取り出し、湯をきる。
３．豚肉をゆでる
２の鍋に豚肉を広げて入れる。色が変わったら、
網じゃくしですくって取り出し、湯を切る。
４．もやしをゆでる
熱湯にカレー粉ともやしを入れ（「冷しゃぶ添え」
で豚肉をゆでた後、アクがあればすくい取って使
うとよい）、サッとゆでてざるにあげ、湯をきる。
５．仕上げる
なすを手で縦に裂く。器に、豆腐、豚肉、なすを
盛り合わせ、Ａをかける。
６．もやしとかまぼこを混ぜ合わせる
かにかまぼこは半分に切
り、手で細かくほぐす。ボ
ウルにＢを合わせ、もやし
とかにかまぼこを入れて

期
間：７月２１日（火）から７月２４日（金）
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）
低学年のお子さんは必ず保護者同伴でお願いします

よく混ぜる。
今月の“なかよしひろば”は、夏祭りと同じ日にな
るため中止することにしました。よろしくお願いしま
す。

２００９年（平成２１年）

ます。

Ｄ棟居住者

これから梅雨があければ、夏本番を迎えます。この時
期に注意しなければならないのが「熱中症」です。
「熱中症対策」について紹介してみましょう。
①まず帽子の着用
頭皮に熱がこもり熱くなる事を防ぐ一番の対策です。
②次に水分の補給
一番いいのは「水」そのものですが、少量の塩分をと
りながら水分補給をするのがいいでしょう。
③これに付随して発汗の始末
汗をかいたらタオルでふきとり、皮膚に残った水分が

Ｂ○○○○

○○さん

Ｅ○○○○

○○さん

燃えるごみ収集日

◆第２３回グリーンシティの夏祭り、楽しみにしてい

理事会

大規模修繕実行委員会

夜回り

びん収集日

ペットボトル・紙・衣類収集日

氷丘まつり

グリーンシティ夏祭り

清掃活動

自治会役員会

臨時理事会

広報委員会

河川敷クリーン作戦

大規模修繕実行委員会

ラジオ体操

燃えるごみ収集日

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

粗大ごみ収集日

２
日

燃えるごみ収集日

３
月

燃えるごみ収集日

４
火

燃えるごみ収集日

５
水

燃えるごみ収集日

６
木

７月
燃えるごみ収集日

７
金

かん収集日

８
土

燃えるごみ収集日

９
日

１３日

5/８
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

８月

７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２１４号

前日からのごみ出しは防犯上危険ですので厳禁です︒

グリーンだより

蒸発する際の気化熱で涼しさを保つのが理想です。
④そして栄養補給
暑い時には大量の汗をかきます。それだけでも体力的
には重労働です。エネルギーが少なくなると体力低
下、免疫不足など要らぬ病気にも繋がりかねません。
運動中であれば休憩中におにぎり１個くらいの栄養
補給があってもいいと思います。
最後に、熱中症の一番の対策は「無理はしない事」で
す。これから暑くなり「熱中症」にかかりやすくなる時
期を迎えますが、けっして無理をせずこの夏を乗り切り
ましょう。
先月号の正解
①母の手の角度
②子どもの前髪
の向き

① おこし、煮つけ、たき火、の 3 つのあとに続くお菓子はなぁに？
② 双子が料理をしているよ さて、なにをしている？

正解者 ３４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

７月の答え

どしどしご応募ください！ 応募締め切り日：７月３１日
提 出 場 所：管 理 事 務 所
ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

グリーンだより

第２１４号

２００９年（平成２１年）

７月

１３日

6/８

みなさん、お待ちかねの『第２３回グリーンシティ夏祭り』を以下のとおり開催します。各団体による夜店・ゲ
ームがあります。また、恒例の｢じゃんけんポンゲーム｣、子どもたちによる「ラムネ早飲み大会」、おとなによる
「ビール早飲み大会」、
「グリーンだよりクイズ敗者復活戦」、
「大抽選会」とイベントも盛りだくさんです。グリー
ンシティに居住する皆さんのコミュニケーションの場として、子どもたちも、お父さんも、お母さんも、おじいち
ゃんも、おばあちゃんも、お誘いあわせの上ご参加ください。

◎ 夜店のご案内

◎ 夏祭りプログラム
午後４時〜

大抽選会抽選券受付開始
（午後７時３０分受付締切り）

午後４時３０分〜

夜店販売開始

午後５時〜

ポスター表彰式

管理組合

焼鳥
焼きそば
生ビール

５０円
２００円
２００円

防災会

イカ焼き

１５０円

ヨーヨーつり
ジュース

１００円
１００円
１００円
１００円
５０円

お菓子引き換え（〜午後７時３０分）
☆小学生以下の子どもたち

少年団

引換券を持ってきてね！
午後５時３０分〜

わたがし
ソースせんべい

じゃんけんポンゲーム
☆おとなも子どももどしどし参加し
てね

午後６時〜

ラムネ早飲み大会

小学校
ＰＴＡ

フランクフルト
アイスクリーム
くじ引き

☆小学生以上２０歳未満の方
午後６時４５分〜

スーパーボールすくい

１００円
５０円
１００円
１００円

ビール早飲み大会
☆２０歳以上の方なら誰でも歓迎！

なお、大抽選会は当日会場にいる方を対象とします

午後７時２０分〜

グリーンだよりクイズ敗者復活戦

ので取りに来られない方は、権利なしとします。

午後８時〜

大抽選会

◎ ゲームのご案内
□ じゃんけんポンゲーム
じゃんけんによる生き残りゲームです。
勝ち残った人には賞品を用意しています。

□ ラムネ早飲み大会
子ども達によるラムネの早飲み競争です。
ビー玉をいかに止めるかが勝負の分かれ目です。

□ ビール早飲み大会
おとなによるビールの早飲み競争です。
今年は本物のビールを用意しました。
勝者には賞品としてビールを用意しています。
ゆっくり味わって早く飲んでください。
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）

グリーンだより

第２１４号

２００９年（平成２１年）

７月

１３日

7/８

夏祭り「金券」
、「お菓子引換券」、「大抽選会抽選用紙」です。
切り取ってお使いください。
多くの方の参加をお待ちしております。ごみは各自お持ち帰りください。
小学生以下の方のみ
棟
氏名

号

年齢

提

氏名

出

年齢

用

受付時間：午後４時から午後７時３０分まで
受付場所：夏祭り本部

《抽選箱》

棟

号

氏名

本
※

人

控

用

賞品の引き換えに必要です
棟

号

氏名

配

置

図

D棟

防災会

管

理

組

Ｃ・Ｄ棟間道路

合

少
年
団
ステージ

本部席
B 棟 FL

C棟

P
T
A

音響設備

グリーンだより
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７月

１３日
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