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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

恒例となりました第１７回「クリーン作戦」を以下

「管理規約・１代限りのペット飼育細則」第９条

の要領で実施します。今年もお隣・友だち同士誘い合

に基づくペット飼育許可書の更新を以下のとおり行

って参加をお願いします。明るく住みよいグリーンシ

います。

ティを創るには、住民一人ひとりの協力が必要です。

開催日時：平成２２年４月２９日（祝日）
午前９時３０分から約２時間
雨天の場合は５月９日（日）に延期
集合場所：Ｂ・Ｃ棟間ファイヤーレーン
内
容：水路・敷地内清掃
自転車整理
自治会倉庫整理

日

時：平成２２年５月８日（土）
午後１時から４時まで
場
所：集会所ホール
必要書類：狂犬病予防注射接種済証明書写し
（犬のみ）
最近撮影した登録済ペットの写真
（犬猫共）
最近、違反ペットをよく見かけるようになってい

また、クリーン作戦終了後に登録シール未貼付自転車
を、自転車置場から撤去します。不用自転車には廃棄札
を付け、所有者が責任を持ってＦ棟西バイク置場北側に
移動・整理してください。

ます。グリーンシティでは、「１代限りのペット飼
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てください。

育細則」に基づいて登録されたペット以外は一切認
めていません。登録されていない違反ペットを飼っ
ている方は重大な規約違反をしていることを自覚し
どうしてもペットを飼育したいのならペットが飼
育できる住環境を探してください。グリーンシティ
に住むならばルールを守って違反ペットを手放して

グリーンシティの桜が咲きました。

ください。

７年前に自治会役員で植えたソメ
イヨシノがやっと見事な花をつける
ようになりました。
ふれあい公園の八重桜は、ソメイ
ヨシノから少し遅れて咲き始めます。
お楽しみに！

大規模修繕工事も進み、とてもきれいになってき
ましたが、また多くのハトが飛来してきました。こ
れらの対策について今後、環境整備委員会の方で検
討をしていきたいと考えています。

第ニ期工事も外壁関係工事が最終段階を迎えて、今
後外部足場の撤去作業が連休前まで予定されていま
す。（一部廊下側は残ります）
解体時には大型重機が使用され、一部交通規制が予
定されていますので、誘導員の指示に従い安全には十
分に注意をお願いします。また、一部車両の移動をお
願いすることになりますので、ご協力をよろしくお願
いします。
外部足場の解体まで半月、防犯にも十分に注意をお
願いします。

改修済工事のお知らせ
Ｂ棟給水ポンプ３号機および、Ｄ棟給水ポンプ１号
機の制御基板不具合補修を３月２３日に実施しまし
た。

排水設備調査について
グリーンだより第２２２号にてお知らせしたよう
に、汚雑排水管の詳細調査を５月末日までに実施する
予定です。また、調査結果をもとに改修を実施しま
す。ご理解、ご協力をお願いします。
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毎月くどいようですが、生活防災の基本は、自分の
「できること」「関心のあること」からはじめることが
大切！そろそろお判りいただけたでしょうか？
さて、お花見シーズン到来
で、防災に関わる人たちの中
では非常によく知られている
逸話があります。「土手の花
見」というお話です。
毎年春一番が吹き、関西地方では、奈良東大寺のお水
取りが終われば、春到来と言われ
ています。すると私たち日本人は
春の香りに誘われるように思いつ
くことがあります。
それは「お花見！」。お花見と
言えば「さくら・桜」。川岸の土手に植えられている桜
並木を思い浮かべる人が多いでしょう。でも、なぜ川の
土手が多いのでしょうか？この話には防災と実に大きな
関係があるのです！
お花見は大体が「春」です。
季節で「春」の前には「冬」。
冬の川の土手は、寒風に吹きさ
らされたり、降霜や氷結の作用
によって、土手の土は凍てつき
ます。その凍てついた土手は、
春になると溶け始めます。その溶けたあとの土手に、無
数の素穴ができてしまい、土手は非常に“弱体化”しま
す。そして季節は「梅雨」になり、弱体化した土手に梅
雨期の特徴「河川の増水」をむかえることになります。
増水が度重なると、土手が決壊してしまい、その土手を
毎年補修したり造り直したりを、繰り返さなければなら
なかったのです。
土手の決壊を防止するために
仕組まれたのが「土手の花見」
というイベントなのです。増水
期をむかえる前に、大勢の人を
集めて、緩んだ土手を踏み固め
るという、土手にとって必要なメンテナンスの方法を考
え出したのです。しかし、ただでは人が集まらない！こ
とは、今も昔も変わりません。「災害防止の為にみんな
でやろう」と掲げても、人はなかなか集まりません。そ
れはなぜか？「そんな方法でうまくいくのか？」と疑問
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「土手を踏み固める防災イベントの日」には、ほと
んど人が集まらず、増水期にやはり土手が決壊してし
まう。では、「どうすればよいのか？」と知恵のある
人が考えました。桜を土手に植えて、増水期が来る前
に土手で「お花見というイベントをやろう」と考えた
のです。しかし、「お花見だけでひとは集まるのだろ
うか？」そこで考え出したのが「お花見に来て、みん
なで楽しく一杯飲みながら美味しいものを食べよう」
という試みでした。楽しいことにはみんな興味があり
ます。ましてや「歌って、踊って、楽しくみんなでど
んちゃん騒ぎ」をすると「土手を踏み固める防災イベ
ント」には参加しなかった人たちが、我も我もとこぞ
って参加するようになりました。さらには、毎年繰り
返し行うことで、その地域の人たちだけではなく「お
花見イベントの輪」が広がり、イベントを打ち出さな
くても毎年春になると、どこからともなく沢山の人が
土手に集まるようになったのです。「土手を踏み固め
る防災イベントの日」に「楽しさ」を加え「お花見」
と名前を変えたことにより「春の防災イベント」は大
成功し、今となっては言葉がひとり歩きするようにな
りました。
これが毎年みなさんのワク
ワクする「お花見」の発祥の
ひとつだと言われています。
土手の多くがコンクリート
で護岸化された近年、「どこまで有効なのか？」「植
樹によって土手の強度に悪影響を及ぼす」等いろいろ
な意見もあります。しかし注目すべき点は、「土手の
メンテナンス」という防災上の活動と、「お花見」と
いう娯楽的な活動です。人々が進んで参加しようと思
える活動とを、巧みに重ね合わせた「土手の花見」と
いうイベントです。防災という、参加しにくいが社会
的に必要な活動を成功させるために、「土手のメンテ
ナンス」を日々の活動から孤立させないで、日常生活
の延長線上に置いた素晴らしい活動のひとつです。
防災は一人よりも二人、二人よりもチームでやるこ
とこそが、防災を継続するための秘訣です。
私たちのコンセプト「防災を防災と語らずとも防災
の役割を果たすこと」。これが究極の「生活防災」で
す。みなさんも、生活防災の醍醐味のひとつ「土手の
花見」をしてみませんか？
そこから新たな「生活防災」を、あなた自身が見つ
け出すことができるかも知れませんよ。
あなたとあなたの大切な家族を守ることができる、
独自の防災・減災活動を考えましょう。

ろう」また、「沢山の人が参加するなら、私一人ぐらい

今年もグリーンシティの西側の
土手には、グリーンシティの人々
が植えた「桜」が咲きました。

行かなくても大丈夫だろう」などと思ってしまうのが人

（参考引用文献：〈生活防災〉のすすめ

に思う人や、「私が参加しなくても誰かがしてくれるだ

の常なのです・・・。

矢守克也教授著）
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久しぶりにビデオ鑑賞会を実施します。先月号で要
望のあった、子ども向けのビデオ鑑賞会を以下の通り
実施します。大人が見てもおもしろい作品ですので、
みんなで見に来てください。
日
場
作

時：５月１日（土）午後２時から
（この日の卓球はありません。）
所：集会所ホール
品：「カールじいさんの空飛ぶ家」
上映時間（１０３分）

４月１日から「ごみの分別」が少し変わりました。
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ヶ月）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 ヶ月）に
出してください。

白熱球との違いは、電
球と口金の間に白い部
分があります。

充電できない電池（一
次電池）が対象です。

４月１２日

3/４

らく？はや！に加え、できるだけ「やす！！う
ま！！」メニューになるようにもしたいと思っていま
す。今月は、こっくり奥深いみその味が鮭と野菜にか
らむ『鮭のチャンチャン焼き』です。ホットプレート
メニューや、戸外でのバーべキューなどに添えてみて
ください？！
〔材料（4 人分）〕
生鮭・・・・・４切れ
キャベツ・・・３〜４枚
玉ねぎ・・・・１個
もやし・・・・１袋
ピーマン・・・２個
みそ・・・・・大さじ４
酒・・・・・・大さじ２
★
砂糖・・・・・大さじ３
塩・こしょう・各少々
サラダ油・・・適量
〔作り方〕
① 鮭は両面に塩、こしょうをふる。キャベツはざく
切り、玉ねぎは１cm 幅のくし切りに、ピーマンは
輪切りにする。もやしはひげ根をとる
② ホットプレートにサラダ油をひいて熱し、キャベ
ツ、玉ねぎ、もやしを広げ、その上に鮭を並べる
③ ★の調味料を回しかけてピーマンを散らし、ふた
をして１０〜１２分蒸し焼きにする。鮭をくずし
ながら全体をまぜていただく

新一年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
少年団の活動を通じて、上級生や地域のお友達と楽し

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。

く遊びましょう。

平成２２年度新役員の紹介
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新一年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
平成２２年度新役員を紹介させていただきます。
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本年度も昨年同様よろしくお願いいたします。

＜今後の予定＞

交流会（ボウリング） ５月１６日（日）
５月３０日（日）
ドッヂボール大会

本年度も昨年同様よろしくお願いします。
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）

雨天６月

６日（日）
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燃えるごみ収集日

燃えないごみ収集日

○○さん

燃えるごみ収集日

Ｅ○○○○

理事会

た。

燃えるごみ収集日

お得な情報でし

びん収集日

金の話」は、大変

燃えるごみ収集日

※「聞きたい話、聞いてほしい話」募集
先月聞いた「年

修繕委員会

昭和の日

専門部長会 ビデオ鑑賞会

広報委員会

時：４月２４日（土）
午前９時３０分
〜１２時
所：集会所ホール

しています。

燃えるごみ収集日
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土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月

自治会役員会

２
日

ペットボトル・紙・衣類収集日

３
月

憲法記念日

みどりの日

場

こどもの日

環境整備委員会

日

４
火

クリーン作戦

５
水

燃えるごみ収集日

６
木

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

４月
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ごみは当日の朝だしましょう！

５月

４月１２日

「ビンの日」の分別は水色カゴに「透
明」茶色カゴに「茶」黄色カゴに「その
他の色」と決まっています。近くの町内
では朝立番して分別を見張っている所も
あります。グリーンシティでは私が捨て
る午前７時頃にはこの決まりを無視して
捨てられています。先日午前９時過ぎに
カゴを見る機会がありました。その時に
は決められたとおりに分別して片づけら
れていました。管理事務所の清掃の方な
のかあるいはグリーンシティ内の心ある
人なのでしょうか。一人ひとりが気をつ
けて分別すれば済むことなのですが。
Ｄ棟居住者

先月号の正解
① このお菓子を食べると豚が離婚するんだっ
て？さてこのお菓子は何？？？
② アルコール度１％のお酒の値段はいくら？

正解：①
②

くし
ようなし

正解者２０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

４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： ４月３０日
提 出 場 所：管 理 事 務 所
ﾌﾘｶﾞﾅ
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号

氏名

