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２０１０年度自転車登録の更新を以下の要領で行い

グリーンだより第２２１号にてお知らせしました第

ます。自転車所有者は必ずこの期間に登録のうえ、新

２５期事業計画実施状況について報告します。

シール（オレンジ色）を貼付してください。

・各棟自動火災報知設備、および管理事務所内受信機

登録期間：３月１５日（月）〜４月３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

副盤改修（総会承認金額￥８，５６９，０００）
・長期修繕計画に基づく自動火災報知設備感知器取替
えについて（総会承認金額￥５，６３３，０００）
上記事業計画については承認予算内にて実施を予
定。施工企業（山本環境整備株式会社）と詳細を詰

登録費用：１，０００円／１台

め検討し、実施することとします。
・消防法一部改正に伴う住宅用火災報知器設置につい

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

て

付します）をつけて、３月１９日

再度検討しましたところ、施工予定企業（山本環境

（金）の「粗大ごみの日」にごみス

整備株式会社）の見積記載に機器数量の誤りが判明

テーションへ出してください。

２０１０年用

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居住者によって
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。

し、総会承認金額（￥２，５９５，０００）を大幅
に上回る金額の為、今期総会へ仕様変更に伴う金額
修正をもって上程し、承認されたのち実施したいと
考えています。
・排水設備不具合について
汚雑排水管に不具合箇所が多く見受けられます。調
査結果を検討し、改善、改修を実施します。

最近、大規模修繕工事用の資機材置場にある工事資

（お願い）：台所排水管に食用油等を流さないことに

機材（ハリガネや板）で遊んでいる子どもを見かけま

より、排水管は長く正常な状態で使用することができ

す。大変危険ですので、ご家庭でお子さんの遊び方を

ます。居住者一人ひとりの小さな心使いが大切な設備

確認していただき、またそのような行為を見かけた場

を守ります。

合は注意していただきますようお願いします。

ご理解、ご協力をお願いします。

Ｄ棟・Ｅ棟の外部足場撤去については、ゴールデンウィーク前にできるように現在、外壁塗装・防水工事が本
格的に実施されております。今後とも防犯対策には十分注意して、ご協力をお願いします。
残工事の完了予定をお知らせします。
１．新設自転車置場増設
二期工事の外部足場撤去後に施工をして、5 月末に完成を予定しています。
２．玄関前の床タイルの張替（防滑タイルに変更します）
A 棟、B 棟、C 棟、G 棟は 4 月末に完成を予定し調整をしています。
D 棟、E 棟、F 棟は 5 月末に完成を予定し調整をしています。
３．ネットフェンスの張替
専用庭（一部足場干渉部以外）は施工済みです。
敷地境界は 3 月末に完了を予定しています。
４．その他工事
ゴミステーションの改修、D 棟専用庭土どめ処理等、順次調整できしだい実施します。
今後とも大規模修繕工事にご協力をお願いします。
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けのことです。もっとも「〜だけのこと」とは、「そ
んなことでもいいのなら、自分にも防災はできる」と
思ってもらうことが大切です。「自分でも役に立つな
先月号で紹介したように、生活防災の基本は、自分の

ら何でも手伝います」といった登録も、災害発生の緊

「できること」「関心のあること」から始めることが、

急時には「安心アイテム」の一つなのです。地域のみ

とても大切です。

んなで地域を守ること、これが自分の身は自分で守

私たちは、平常時の「利便性」と災害時の「危険回

り、自分の大切な人を守ることに繋がります。

避」の両方で恩恵を得ることができる「防災活動」のひ

また、「町内チャンピオンマップ」と同時に「ひと

とつとして「町内チャンピオンマップ」という取り組み

声かけて」の登録も行いました。登録することによ

を考えました。

り、いち早く不安に思う人たちに「声かけ」ができる

「町内チャンピオンマップ」とは、防災意識の向上

ようにするもので、自分から登録することが大切で

と、緊急時や災害発生時に、何をするべきか、何を応援

す。「誰かがいつか助けてくれるだろう」ではなく、

してもらうのか、緊急ボランティアをどのように呼びか

「助けてほしい、不安だ」と自分から発信しなけれ

けるのか等、グリーンシティの知恵袋（色々な職種、免

ば、救いの手は届きません！自分から一歩踏み出すた

許、技術）集団として募集をするものです。これは災害

めにも「町内チャンピオンマップ」や「ひと声かけ

時に、自分が提供可能な能力やサービスを事前に登録す

て」の登録をすることがとても大切です！

るシステムで、個人においては、登録することにより自

ところで、防災を普段の生活から引きはなしてしま

分自身の防災力の向上とスキルアップ、登録者の家庭に

うと、人が集まってこないし長続きしません！また、

おける防災減災力アップに繋がると考えました。

災害のためだけに保存食品を買ってしまうと、いつの

登録内容は、医療や看護

間にか気がついた頃には「消費期限切れ」ということ

の技術、ライフライン関係

になりかねません。保存食は、非常用の食品というよ

の技術者・知識者、その他

りも普段、自分が好んで食べるもの（腐りやすい食品

各種技術者、建設重機の運

は不可）を少し余分に買うだけで良いのです。そして

転といった防災に直結する

先に買ったものから食べる。食べたら補充しておく。

ことだけではなく、パソコ

防災を日常生活の延長線上に位置づけるスタイルで、

ンが得意で情報収集や発信ができる、ゴミの分別が得

生活の中に組み入れることができれば、長続きもする

意、買い物が大好き、子守りが得意等であり、後方支援

し、災害に不意打ちされる心配も減ります。たとえ

等に関する登録も推奨しています。また、子どもたちも

ば、晩酌用に自分の好きな缶詰を買い置きしておく。

守られる側ではなく、「自分のできること」を自分で見

好きなものだから食べたくなる。食べてしまえば、買

つけて登録することも大切だと考えました。そして、過

い足したり、余分に買っておく。自分の好きなものだ

去の教訓から、高齢者も災害要援護者としてではなく、

から「買い忘れ」をしないし、消費期限切れになって

培った豊富な経験・知識を活かし、「自分のできること

しまうこともないので無駄もなくなります。また、非

は自分でする」意識を持つことが大切です。そうするこ

常用の保存食品のように価格も高くなく、特価品の缶

とで、被災後の高齢者に多く発生する疾患等に負けない

詰でも十分美味しく、買い物自体が「次はどれを買お

ための方法や、自分の命を守るためにはどう行動するの

うかなぁ」なんて考えるだけでも、ワクワクするよう

が一番良いか、自然と身につくようになるのです。

になってきます。そうなると、家族全員で好きなもの

子どもたちの登録の中には「災害時
に歌って踊って楽しくすることができ
ます」等の登録もあります。これは子

を購入することがすごく楽しくなり「家庭で備える」
ことが、家族の楽しみにもなっていくのです。
これも「生活防災の醍醐味」のひとつなのです。

ども自身の防災力というよりも、家庭
において気づかないうちに、防災力が
身に付いていることが判るバロメータ
ーでもあります。実際に過去の被災地では、こういった
種類の「お手伝い」がとても大切でした。
ここで重要なことは、普段本人がやっていることを登
録するという点です。ドライバーは運転、幼い子どもを
もつ保護者は子どもの世話、パソコンが趣味の人はイン
ターネット操作というように、普段の得意技を活かすだ

ちょっと勇気がいるけれど、
思い切って声を出してみよう。
なにかが変わる。きっと変わる！
「あいさつは魔法の力」
みんなで広げる防災の輪！
ポスターは
心の東京革命推進協議会を参考に制作
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４月１日から「ごみの分別」が少し変わります。主
な変更点は以下の通りです。
1. 資源ごみに「雑がみ」が追加されます。資源ごみ
回収日（１回／１カ月）に出してください。
注：「雑がみ」とは新聞・雑誌・ダンボール・飲
料用紙パック以外のすべての紙類を指しま
す。
2. 「蛍光灯」と「乾電池」を資源ごみとして回収し
ますが、この二つは粗大ごみの日にかごを用意し
ますので、粗大ごみ回収日（１回／２カ月）に出
してください。

３月１５日
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春間近！そろそろ出回る“あさり”を使って今月
は、簡単且つ味わい深いあさりのエキスを活かした
『キャベツのサッと煮』を作ってみましょう！！
〔材料（4 人分）〕
キャベツ・・・・・・1/3 個
殻つきのあさり・・・1 パック
水・・・・・・・・・２カップ
しょうが・・・・・・大１かけ
しょうゆ・・・・・・大さじ２
みりん・・・・・・・大さじ２
〔作り方〕

白熱球との違いは、電

充電できない電池（一

球と口金の間に白い部

次電池）が対象です。

①あさりは殻同士をこすり合わせて
よく洗い、分量の水とともに鍋に
入れて、強火で火を通す。
②キャベツは大きめのざく切りに
し、しょうがはせん切りにする。
③あさりの口が開き、乳白色になっ
たら取り出す。
④あさりのゆで汁に、しょうゆとみ
りんを加えて味を整え、煮汁を作
る。次に、煮汁にキャベツとしょ
うがを加え、しんなりするまで強
火で２〜３分煮る。
⑤煮たキャベツがくたっとなった
ら、あさりを戻しいれ、ひと煮立
ちさせて器に盛る。

分があります。
ごみの分別方法については、広報「かこがわ３月
号」と一緒に各戸配布しました「ごみ分別の手引き」
を参照してください。
防災バスツアーの感想をいただきました。ありがとう！

１年間小学校ＰＴＡ活動にご理解、ご協力ありがと
うございました。

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。子どもたちと一緒に役員一同楽しく過ごせ
ました。
１月より並行して新役員が活動しています。今後と
もよろしくお願いします。
＜お礼＞
２月２０日（土）の廃品回収にご協力いただきあり
がとうございました。
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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３月
燃えるごみ収集日

びん収集日
燃えるごみ収集日
粗大ごみ収集日

●以前グリーンだよりで、廊下の面格子
に傘を掛けないよう注意がありました
が、相変わらず傘を掛けている方がお
られます。強風時危険ですのでやめて
いただきたい。
Ｅ棟居住者
住戸内へしまってくださいね管理組合

理事会
春分の日
振替休日

若い方にも年配の方にも大切な年金の
話、聞いてみませんか。エッ？という話
があるかもしれませんよ。

修繕委員会

自治会役員会

時：３月２７日（土）
午前９時３０分〜１２時
所：集会所ホール

燃えるごみ収集日

ペットボトル・紙・衣類収集日
燃えるごみ収集日

燃えるごみ収集日

燃えるごみ収集日

場

専門部長会
広報委員会

大規模修繕合同委員会

日

燃えるごみ収集日

かん収集日
燃えるごみ収集日

１１１０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５
日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月

●グリーンだよりに学校の行事を記載し
ていただけませんか。
Ｄ棟居住者
ＰＴＡに伝えます。
自治会
●先月号のクイズ②で、問題に「１枚が
５円玉ではないとすると..」とあるの
に、答に「５円玉」とあるのはなぜで
すか?
Ｄ棟居住者
２枚の内１枚は５円玉ではないが、も
う１枚は「５円玉ではない」とは書い
ていないので、もう１枚が５円玉とい
うことです。
管理組合

Ｆ○○○○

○○さん

先月号の正解
①かけると 36 たすと 13 ひいたら 5 になる
あたまにつかう どうぐって なあに？
②だれにも あいてにしてもらえない くだもの
って なあに？

正解：①
②

ぶた（とん）
すいか（水火）

正解者２７名の内、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

３月の答え

①
②

by 南雲風助（なぐもふうすけ）

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

