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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

グリーンネットシステムの更新に伴い、ホームページが右
のような画面にリニューアルされました。
管理組合からのお知らせや掲示板は従来どおりですが、新
しい機能として『カレンダー』と『データ保存箱』が利用で
きるようになりました。
『カレンダー』では、イベントの予定やごみ収集日を確認
できます。
『データ保存箱』には、マンションの管理規約や各種申請
書のフォーマットを保存していますので、ご自宅のプリンタ
で印刷して使用することができるようになりました。

＊申請自体はオンラインではできませんので、印刷した
ものを管理事務所に提出してください。
これらを利用するには、新システムへの本登録が必要で
す。登録がまだの方は、つなぐネットから送られた資料に基
づいて設定してください。
登録方法や、インターネット・メール等の設定方法がわからない場合は、先月号でお知らせしたとおり無料設定
サポートが利用できます。ぜひご利用ください。

「グリーンだより」は平成２３年９月（第２４０号）
みなさん、お待ちかねの「第２５回グリーンシティ夏
祭り」を以下のとおり実施します。
夜店の人手が不足しています。たくさんの方の協力と
参加をお願いします。
詳細は６，７ページをご覧ください。

日
場

記
時：７月３０日（土）午後４時から
所：Ｂ棟ファイヤーレーンおよびＣＤ棟間

先月号で募集した「第２５回グリーンシティ夏祭り」
ポスターの応募締め切りは７月１６日（土）午後５時
までです。（提出先：管理事務所）

で創刊２０周年を迎えます。
２０周年記念号を飾るため、グリーンシティに居住
されている方々から「自分の夢」
「未来のまち・未来の
グリーンシティ」を描いた絵や作文を募集します。応
募いただいた作品から５作品を「グリーンシティ賞」
として紙面で紹介します。

＊＊応募要領＊＊
●応募資格：グリーンシティに居住されている方
●応募期限：８月１９日（金）午後５時まで
●提 出 先 ：管理事務所
●応募作品：絵または作文
・絵 ４つ切画用紙１枚
水彩絵具、クレパス、クレヨン等なんでも結構で
すが、作品の裏にタイトルや自分の思いを書いて
ください
・作文 ４００字詰原稿用紙１枚から２枚
どしどし応募してくださいね。入賞作品には豪華賞
品をお贈りします。なお、応募作品はお返しできませ
んのでご了承ください。
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３．洗濯機
・繊維クズが排水トラップを詰まらせ
◆専用使用部（バルコニー・ベランダ）
回収したアンケートに基づき、７月１日（金）から
７日（木）に鉄建建設(株)による不具合改修工事が実
施されました。ご協力いただいた居住者の皆様ありが
とうございました。
◆共用部（外壁・階段・廊下）
６月２５日（土）に共用部の１年後点検を実施いた

る原因になります。繊維クズを取る
ネットはこまめに掃除してくださ
い。
・大型の洗濯機をご使用の際には、浴室や洗面の同
時使用は避けてください。排水管の排水能力を超
えて排水された場合、排水口より排水が溢れる場
合があります。

しました。発見された改修箇所につきましては、鉄建

・洗剤は適正な使用量にてご使用ください。排水後

建設(株)により原因を調べた後、外壁等塗装不具合箇

に排水管内で再び泡立ち、排水不良や排水管から

所の改修方法、時期を居住者のみなさまにお知らせし

大きな音（ゴボゴボなど）が発生する原因となり

ます。

ます。

「排水」に関するお願い！！
台所、洗面所、洗濯機、浴室、トイレ等の排水は、専
有部内の床下にある専有部横引枝管を流れ、玄関横のメ
ーターボックス内や住戸内隠蔽部（壁の間）にある最上
階から最下階までつながる共用排水立管に合流してい
ます。
排水管の仕方を誤ると、ご自身の家の排水管が詰まる
だけでなく、共用排水管が詰まり、他の家に排水が逆流
する事故が発生する場合がありますので、くれぐれも排
水の仕方にはご注意ください。
１．台所

４．浴室
・洗い場排水トラップの目皿の目が荒
いため毛髪が流れます。毛髪は配管
内部に引っかかりやすいので、流さ
ないように目の細かいネット等を
ご使用ください。
・特に浴槽は目皿が無い場合がありますので髪の毛
の流出にご注意ください。
５．トイレ
・トイレットペーパー以外の紙（ティ
ッシュペーパー等）を使用しないで
ください。トイレットペーパーは水

・食器類の汚れはできる限り拭き取った

に溶けやすくしてありますので流れ

後、洗ってください。油汚れが排水管

ますが、それ以外では配管内部に残

を詰まらせる一番の要因になります。

り、配管を詰まらせる原因になりま

（カレーを食べた後のお皿など、油を

す。

多く使った後の食器を洗う時）
・排水口のゴミ受けを外す場合には、くれぐれも固形
物（野菜クズ等）が流れないように注意してくださ
い。

・生理用品、紙おむつ等、水に溶けない物は一切流
せません。
・その他、トイレに流せると明示されている商品で
一戸建住宅の排水管においては問題ないもので

・洗い物が終了した後、多量の清水にて配管内部の汚

も、マンションの排水管においては重大な事故（漏

れを押し流し、住戸床下横引管内部に残さないよう

水事故など）につながる恐れがありますので極力

にしてください。（油脂分の固形化や汚れを栄養源

使用は控えてください。流せるお掃除シート等で

とする微生物の増殖により、急激に配管を閉塞させ

も詰まった事例があります。

ます。）
・ディスポーザーは条例で禁止されています。
２．洗面所
・髪の毛を流すと毛細管現象によりトラ

・トイレロータンク内にペットボトル等を入れての
節水はおやめください。洗浄水不足により排水管
内部に付着した汚れや滞留した汚物が、種々の不
具合の原因になります。

ップの封水が無くなり、臭いが発生す
る原因となりますので流さないよう

共同住宅で暮らす上での最

にネット等のご使用をお勧めします。

低限のマナーを守って快適に
暮らしましょう。
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パソコンのデータがクラッシュや予期せぬ事象で喪

し続けるためのバックアップです。極端に言えば、ク

失。その時、あなたはリカバリディスクの作成やバック

ラッシュが長引くと、あなたは交換されてしまうこと

アップを、定期的に行っておけば良かったと悔やむでし

もあり得るということです。

ょう。戻ってこないデータ等は、

さて、家庭の場合はどうでしょう。災害が発生した

作り直しのできるものは良いかも

瞬間から、リカバリを行うための「あなたのバックア

しれませんが、大切な写真や音楽

ップ」が必要となるのです。しかし、家庭においては

は戻ってきません。大抵の人は一

日常的に「あなたに代わるサポートシステム」は構築

度その様な目に遭うと必ずバック

されていない場合が大半です。
「あなたに代わるサポー

アップをとるようになるはずです。

トシステム」とは「家庭の防災力」をさしています。

企業では、当たり前に行われているデータ保護です。で

「家庭の防災力」は小さな単位で日

は、あなた自身に置き換えた場合、どう考えればよいで

常的に活動しているために、少数精

しょうか。

鋭でなければ成らないのですが、現

「あなたのバックアップは定期的にとっていますか？」 代社会においては「核家族化」が進
「あなたをリカバリするデータは用意していますか？」 み、家庭内にサポート要員がいない
と聞かれた場合、あなたはどう答えるのでしょうか？「私

場合が多いのです。その様な日常生

は人間。パソコンでもないのにバックアップなんて」と

活に、災害が発生すると、その瞬間自宅に家族全員が

思っているあなたは、非常に危険な生活を日々送ってい

いれば、リカバリを起動させることも可能ですが、仕

ることに気がついていないのです。これだけ頻繁に災害

事・学校・旅行などで自宅にいない場合、あなたのや

が発生するのに、毎日生死を分ける綱渡りのような生活

るべきリカバリが起動せず、クラッシュからの再起動

をしているのと同じということです。

すらかけることができない状態が起こるのです。

災害が発生したその瞬間、あなたの生活はクラッシ
ュ！その場合の対処法を考えてみましょう。
まず、災害発生時のリカバリについ
て考えてみましょう。この場合の「リ
カバリ」とは、災害が発生し被災をし
てしまう前の生活に戻すことを考えま
す。時間はかかりますが、少しずつで
も復旧復興に向けて歩むことです。人
それぞれに、リカバリにかかる時間は違います。それは、
つぎに述べるバックアップの違いによって、復旧復興の
スピードに差がでるということになります。
では、バックアップとは何をすれば良いのか。災害が
発生したその瞬間から、リカバリを行うための「あなた
のバックアップデータ」が必要となるのです。家庭や仕
事場で、あなた自身に代わるものを意味します。一度災
害が発生すれば、普段の生活から一変します。つまり「日
常」から「非日常」になるということです。

そこであなたのバックアップとなるのが、日頃の家
庭内における防災会議・防災訓練です。家族全員が災
害に対処できるスキル（能力）を身につけておき、災
害発生の瞬間から、その場にいるものだけでリカバリ
を起動させるということです。でも、家族に災害に対
処できるスキル（能力）や、災害に対処可能な体力が
少ない場合を考えると、地域コミュニティ（近所付き
合い）があなたのリカバリを補助してくれるのです。
その補助力（地域コミュニティ力）をアップさせるも
のとして、「あいさつ」は必須アイテムとなるのです。
「あいさつをする」という簡単なことで、あなたのバ
ックアップが日々構築されます。当然、昨日より今日、
今日より明日と進化しつづけ、リカバリが必要なとき
には、最良のバックアップデータを使用して最短でリ
カバリができるでしょう。
加古川グリーンシティに
は、あなたのバックアップ

会社や職場の場合、あなたに代わって仕事をするシス

を構築するためのアイテム

テムは、現代社会において構築されている場合が多いで

「町内チャンピオンマップ

しょう。
「完全にあなたに代わって」というわけではない

登録制度」があります。

でしょうが、もし災害発生で職場に行くことができない

登録することで、みんなで

場合に「あなたに代わるサポートシステム」は構築され

みんなを守り、災害から生

ているでしょう。それらは普段から機能している場合が

き残るためのシステムです。

多く、あなたの休暇中や入院した場合など、日常的にバ

みんなで登録し、災害から

ックアップ体制が組まれているでしょう。しかし、これ

あなたとあなたの大切な人

はあなたのバックアップと言うよりも、会社全体が稼働

を守りましょう。
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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。

【
【お
お願
願い
い】
】
グリーンシティ夏祭り当日（７月 30 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。
○○ ○○○－○○○○

２０１１年（平成２３年）
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１１日
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また暑い季節がやってきましたね～！省エネで、
少々の暑さなんかに負けないような体力づくりを第一
に考えて、乗り切りましょう！！
『豚しゃぶの梅オクラソース』は、ねばねばソース
とたたき長いもを添えた、ボリューム＆スタミナアッ
プのメニューです。もう一品、見た目も味もさっぱり
さわやか、暑い夏にはぜひ食べたい！と思える『とろ
ろいかのサラダスパ』も試してみてください！！！

『豚しゃぶの梅オクラソース』
◎６月５日（日）に行われましたドッジボール大会で、
低学年女子、高学年女子、高学年男子の３チームが優
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（月） ラジオ体操
～２９日（金）
◎７月３０日（土） グリーンシティ夏祭りにて夜店
◎７月３１日（日） 清掃活動
＊今年の河川敷クリーン作戦は花火大会中止のためあ
りません。

◆今月のクイズは簡単でした。
Ｆ棟居住者
◆Ｄ棟の１階で、犬を庭に出して飼っている人がいま
す。鳴き声がうるさく気になります。 Ｄ棟居住者
多くの方から苦情が入っております。規約通り処分
するよう申し入れます。
管理組合
◆夜９時～１０時頃になるとベランダで缶を足でふん
で潰しているようで、いつもびっくりするのでやめ
てほしい。
Ｂ棟居住者
◆・
「そら豆のチーズ焼き」でき上がり写真がないのは
試作されなかったからですか？
背景になっていたのですが、わかりにくかったで
しょうか
管理組合
・おたまじゃくしのしっぽ「大きさと枝分かれ」は
２つで１つとカウントしてもよいのでしょうか？
・先月号でグリーンとバンカーを見落としていた。
くやしい！！雲の形も違っていましたよ。
Ｄ棟居住者
◆グリーンシティ夏まつり楽しみです。 Ｄ棟居住者
◆上の階の居住者の方がタバコの吸い殻をベランダに
捨てられるので困っています。マナーを守ってほし
いです。
Ｄ棟居住者
◆ゴミステーションに早朝ゴミを出しに行くと、まだ
ゴミの数は少ないのですが、２袋程がカラスがつっ
ついていたのか生ゴミが散らかっていました。きっ
と前日に出した人がいたのでは？
Ｂ棟居住者

◆〔材料（２人分）〕
豚肉しゃぶしゃぶ用・・・１２５ｇ
オクラ・・・・・・・・・・・３本
ねぎの青い部分
しょうがの薄切り・・・・・各適量
長いも・・・・・・・・・１００ｇ
梅干し・・・・・・・・・・・１個
ポン酢しょうゆ・・・・大さじ 1．5
◆〔作り方〕
①鍋にたっぷりの湯を沸かし、オクラをさっとゆでて
冷水にとり小口切りにする。
②①で使った湯を再び沸騰させて、ねぎの青い部分、
しょうがの薄切りを入れ、豚肉を１枚ずつゆでて冷
水にとり、水気をきる。
③長いもは皮をむいてビニ
ール袋に入れ、袋の上から
麺棒などでたたいて食べ
やすい大きさに割る。
④梅干しは種を取って包丁
で細かくたたき、ポン酢し
ょうゆでのばし、オクラと
混ぜ合わせてソースを作る。
⑤器に豚肉、長いもを盛り合わせ、④のソースをかけ
る。

『とろろいかのサラダスパ』
◆〔材料（２人分）〕
スパゲッティー・・・１００ｇ
刺身用いか・・・・・１００ｇ
青じそ・・・・・・・・・５枚
きゅうり・・・・・・・・１本
長いも・・・・・・・１５０ｇ
大根・・・・・・・・２００ｇ
塩・・・・・・・・ひとつまみ
★しょうゆ・酢・白すりごま
・・・・・・・・各大さじ１
★だし汁・・・・・・大さじ２
★砂糖・サラダ油・各小さじ１
◆〔作り方〕
①いかは細切り、青じそはせん切り、きゅうりは３
～４㎝長さの短冊切りにする。
②長いも、大根はすりおろして（大根は水気をきる）、
塩を加え混ぜ合わせる。
③スパゲッティーは表示通りにゆでて水気をきる。
④器に③を盛り、①のきゅうり、②と①のいか、青
じそをのせ、合わせた★印をかける。
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前 日 か ら の ご み 出し は 、 放 火 等 犯 罪 を 誘
発する危険があるため禁止しています ！

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

粗大ごみ収集日

理事会

海の日

ラジオ体操

燃えるごみ収集日

修繕委員会 なかよしひろば

自治会役員会

グリーンシティ夏祭り

清掃活動

専門部長会 氷丘まつり

広報委員会

夏休み学習会

びん収集日

燃えるごみ収集日
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燃えるごみ収集日

２
火

ペットボトル・紙・衣類収集日

３
水

燃えるごみ収集日

４
木

１１日

７月
燃えるごみ収集日

５
金

かん収集日

６
土

燃えるごみ収集日

７
日

７月

夜回り

期

間：７月２５日（月）

～７月２９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

日

時：７月２３日（土）
午前９時３０分～１２時
場 所：集会所ホール
毎月第４土曜日になると集会所ホール
でおしゃべりしたり笑ったり、ちょっと
した小物を作ってみたりと楽しい時間が
過ごせますよ。一度来てみてくださいね。

６月度街頭補導
期

間：７月２５日（月）～７月２９日（金）

時

間：午後２時から午後５時３０分

主催者：Ｂ○○○○ ○○

Ｃ
Ｅ
Ｆ

午後８時～７回実施

○○○
○○○
○○○

○○さん
○○さん
○○さん
先月号の正解

正解：

左右の絵には
７つの違いが
あります


応募用紙

印を
入れて

７月の答え

正解者３５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。

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：７月３１日
提 出 場 所：管 理 事 務 所

ください

ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

グリーンだより

第２３８号

２０１１年（平成２３年）

７月

１１日

6/８

みなさん、お待ちかねの『第２５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～

焼鳥
焼きそば
生ビール
ポップコーン

５０円
２００円
２００円
１００円

防災会

イカ焼き

１５０円

少年団

ソースせんべい
ジュース
スーパーボールすくい
くじ引き

５０円
１００円
１００円
１００円

小学校
ＰＴＡ

フランクフルト
かき氷
サイコロゲーム

１００円
１００円
１００円

大抽選会抽選券受付開始

管理組合

（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
お菓子引き換え（～午後７時３０分）
☆小学生以下の子どもたち引換券を
持ってきてね！

午後５時３０分～

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
☆小学生以上２０歳未満の方！

午後６時４５分～

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
子どもたち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。
今年も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）

