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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

加古川
ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨ

ホームページ http://www.greencity.gr.jp/
メールアドレス kanrikumiai@greencity.gr.jp

先月号でお知らせしましたように「グリーンだより」は平成２３年９月（第２４０号）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

たくさんの応募をお待ちしています。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。

各棟選出代表理事の任期満了（１期２年および２期４年）に伴い、「第２７期新理事候補者」を管理規約に則
り公募します。
マンション管理組合は、全住戸のオーナーで構成された自主管理組織です。管理組合を組織する目的は、すべ
ての組合員の大切な共通財産であるマンションを維持管理することです。
マンションには、各区分所有者の固有財産である専有部分（住戸）と、全ての所有者（組合員）が共有してい
る財産である共用部分があります。マンション管理組合の主な役割は共用部分を維持管理し、全住民が快適に暮
らせるマンションにすることで、マンション全体の価値を維持し高めることにあります。
分譲マンションを購入すれば自動的にそのマンションの管理組合員となり、その中から理事が選出されます。
「理事って大変そうだな」「面倒くさそう」「仕事が忙しいから引き受けたくないな」と考えている人はかなり
多いと思います。実際理事になってみると、話し合うこと、やることがとても多いのは事実です。
しかし、管理組合活動が活発なマンションほど、きちんと管理が行き届いているので、築年数が古くなっても資
産価値が下がらないというメリットがあります。
大切な財産であるマンションをより快適にするために、組合活動を積極的に楽しみましょう！
公募要領については８月２２日（月）に掲示板、グリーンネットでお知らせします。
なお、応募者が定数に満たない場合には９月３日（土）午後７時１５分から集会所ホールにて、候補者選出の
公開抽選会を行います。

８月５日、Ｃ棟給水ポンプユニットを川本ポンプ製新ユニットに交換しました。
現状の給水ポンプは経年１２年になり、交換の時期になっていました。今回インバーター（ポンプの回転を調
整する装置）の不具合が発生し、修理費用、劣化状況等を検討の結果、ポンプの交換工事を実施しました。
Ｃ棟の皆さんには断水でご不便をおかけしましたが、ご協力のおかげで無事終了することができました。
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献血をすると、飴やドリンクがもらえるサービスが
ＡＥＤとは、自動体外式除細動器のことで、電源ボタ

あるのはよく知られています。なかには、マッサージ

ンを押すと音声で操作が指示され、救助者がそれに従っ

をしてくれたり、花をくれたりするところもあるそう

て除細動 （傷病者の心臓に電気シ

です。サービスをしないと献血する人が集まらないの

ョックを与えること）を行う装置

は残念ですが、サービスすることで多くの人の興味を

です。ＡＥＤは自動的に心電図を

ひくのは素晴らしいシステムです。

各種ＡＥＤ

解析し、電気ショックを与える必

一般的な救命講習ではこのようなサー

要性の有無を判断することができ

ビスはありませんが、ポイントがたまる

るので、医学的知識がない一般の

カードがもらえるところもあるようです。

人でも、ＡＥＤの音声に沿って簡単な操作で救命処置が

しかし、残念ながらポイントをためても

できる優れものの医療機器です。

何ももらえないそうです。

そもそもＡＥＤが何故必要なのでしょうか？
目の前で人がいきなり倒れるような場面に遭遇するこ
とが、一生のうちに一度あれば多い方です。中には二

でも、救命講習を受講した人の特典としては「自分
の大切な人の命を守る」ことができるようになる、こ
れ以上ないビッグなプレゼントではないですか。

度、三度と遭遇する人もいるかも知れません。ほとんど

「町で倒れている人の命を救うため」と、考えるか

の人は、自分に限ってそんな場面に直面することがない

ら受講率は上がらないのです。自分の大切な人が目の

と思い込んでいるでしょう。しかし、

前で倒れた。その時、あなたは何もせずに助けがくる

現実として心臓病で亡くなる人たち

のを待つのですか？それは１分？それとも２分です

の数は、交通事故で亡くなる人より

か？きつい言い方かも知れませんが、あなたの大切な

も、はるかに多いのが現状です。

人が死んでいくのを、あなた自身がカウントダウンす

自分の目の前で人が倒れている場面

るのですか？救急車を依頼しても、到着するまで全国

に直面した人達は、自分以外に周り

平均約６分は必要です。人が倒れた瞬間から救急車が

で救助活動してくれる人がいないか

到着するまでと考えると、その間全く何もしないの

を探したという人の方が多いようです。もちろん、救助

と、即、心肺蘇生法とＡＥＤによる対処を行うのとで

の知識や実践の経験があれば、すぐにでも救助活動がで

は「生きるか、死ぬか」ではなく、「社会復帰できる

きるのでしょうが、知識や実戦の経験がなければ誰でも

か、死ぬか」の差がでるのです。

そうなると思います。
もし救助活動が自分だけの場合、倒れている人が呼吸

グリーンシティでは、普通救命講習を定期的に開催
しているので、ぜひ家族全員で受講してください。

をしていないと分かっても、心肺蘇生法を全く知らなけ

本原稿を作成中に、サッカー元日本代表ＤＦの松田

れば、どうしたらいいか対処に困ります。それが、自分

直樹（３４歳）選手が、練習中に急性心筋梗塞で倒れ

の家族や自分の大切な人に起こった場合、パニックに陥

心肺停止状態となるニュースが飛び込んできました。

るでしょう。そういう時にＡＥＤがあれば、そしてＡＥ

倒れた練習場では、見学していた女性看護師が、すぐ

Ｄを使うことができ、心肺蘇生法の知識があれば、助か

に心臓マッサージを施したそうですが、病院に搬送さ

る命・助けられる命がたくさんあるのです。

れた時には、既に心肺停止状態だったとのこと。この

しかし、ＡＥＤは誰もが使えることは知っていても、

練習場にＡＥＤは設置されていなかったそうです。も

実際にどこに設置してあるか知っていますか？グリーン

し、この練習場にＡＥＤがあれば・・と、考えるのは

シティの敷地内には、Ｂ棟・Ｄ棟・Ｅ棟各１階エントラ

私だけではないはずです。

ンスホールと管理事務所の４か所にＡＥＤがあります。
町の中では、現在色んな所に設置されています。不思議
なことに、普通救命講習（心肺蘇生講習）を受講すると
今まで知らなかったＡＥＤの設置場所が目に付くように
なります。また、ＡＥＤの使い方が分からなくても、Ａ
ＥＤをどのような時に使うものなのかは知っておきまし
ょう。実際のＡＥＤを見たことも、どんな形なのか知ら
なくても、ＡＥＤ設置マークを見た覚えはあるはずで
す。ＡＥＤなんて自分には関係ないと決め付けないで、
どんなことでもいいのでＡＥＤを知ることが重要なこと
なのです。

※ＡＥＤを使用することで、傷病者がその状況より
悪くなることは絶対にありません。
グリーンシティに
あるＡＥＤの維持
管理はエントラン
スのＡＥＤ支援自
販機の売上で維持
されています！

最後にお願い！「近所の人が助けてくれる。誰かが
助けてくれる」等、他人依存は絶対にしないでね！！
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夏まつりへの参加ありがとうございました
「第２５回グリーンシティ夏まつり」には、たくさ
んの方々に参加していただき、よきコミュニケーショ
ンの場になったことと思います。
また、各団体や多くの方々に朝早くから協力いただ
き、事故や怪我もなく無事終了することができまし
た。どうもありがとうございました。
来年も盛大な夏まつりが開催できるよう、みなさん
のアイデアを募集しています。

「夏まつりポスター」入選者
「夏まつりポスター」に多数のご応募をいただきあ
りがとうございました。
応募総数３４点の中から厳正な審査
の結果「最優秀賞」１点、「優秀賞」
５点を選出し、夏まつりの会場で賞品
を授与させていただきました。残念な
がら、入賞できなかった方々にも記念
最優秀賞作品
品を贈呈しました。
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夏まっ盛り！食欲が落ち、水分ばかり口にしがちな
人も多いのではないでしょうか？！そんな時は、口当
たりやのど越しが良く、栄養価も損なわないようなメ
ニューを！！と思いますが・・・和の多彩な香りが食
欲をそそる『きゅうりの冷やしみそ汁』はいかがでし
ょうか？！
◆〔材料（２人分）〕
きゅうり・・・・1/2 本（５０ｇ）
Ａ 水・・・・・カップ 1/４
塩・・・・・小さじ 1/４
塩蔵わかめ・・・１０ｇ
みょうが・・・・１個
青じそ・・・・・２枚
だし・・・・・・カップ１．５
Ｂ みそ・・・・大さじ１．５
白すりごま・小さじ２
◆〔作り方〕
①きゅうりは小口切りにする。Ａの塩水に入れ、１
５分ほど浸してしんなりさせ、水気を絞る。
②わかめは塩を洗い流し、熱湯にさっと通して水に
とり、ざく切りにする。みょうがは小口切り、青
じそはせん切りにする。
③冷たいだしにＢを入れて溶きのばし、きゅうり、
わかめ、みょうがを加え混ぜる。
④器に③を盛り、青じそとすりごま少々（分量外）
をのせる。

自治会役員を募集します
「グリーンシティ自治会運営細則」に則り、自治会
役員を次の要領で公募します。なお、立候補者がない
場合は９月３日（土）午後７時から集会所ホールにお
いて公開抽選会を行います。
申込期限：９月３日（土）午後５時まで
申込場所：管理事務所
対
象：グリーンシティに居住する世帯（成人者）
抽選にあたっては、現管理組合役員、少年補導委
員、民生・児童委員および７０歳以上の老人のみの世
帯は除外します。
対象
Ａ棟

２～ ７階

Ａ棟

８～１２階

およびＧ棟

人数

対象

人数

１名

Ｄ棟 １～ ７階

２名

１名

Ｄ棟 ８～１４階

２名

Ｂ棟

１～ ７階

２名

Ｅ棟 １～ ７階

２名

Ｂ棟

８～１４階

２名

Ｅ棟 ８～１４階

２名

Ｃ棟

１～ ７階

１名

Ｆ棟 １～ ５階

１名

Ｃ棟

８～１４階

１名

Ｆ棟 ６～１０階

１名

９月１０日（土）に中学校ＰＴＡの廃品回収を予定
しています。ご協力よろしくお願いします。

夏まつりはたくさんの皆様に参加していただき、大
成功に終わりました。ありがとうございました。

＜お 願 い＞
最近、敷地外の用水路で遊んでいる子どもを見かけ
ます。特に、防災井戸周辺の水路は深いので大変危険
です。ご家庭でもお子さまと一緒に再確認していただ
き、又、そのような行為を見かけた場合は注意してい
ただきますようお願いします。

「今後の活動予定」
ラジオ体操
８月２２日（月）～８月２６日（金）
全員集合会 １０月３０日（日）雨天中止
小学校校舎の耐震工事のため、中止になる場合があり
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）
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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 ！

毎 月 第 一日曜 と前 日 の土 曜 は、 集 会所 で
卓球ができます ！

管理事務所休み

ラジオ体操
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夜回り

●夏まつり楽しかったです。特にソース
せんべいやラムネがおいしかったで
す。
Ｃ棟居住者
●夏まつりは涼風の中で楽しく弾み、人
出も多く大変良いお祭りで結構でした
ネ。役員の方はご苦労さまでした。
Ｂ棟居住者
●最近、金の買付がしつこく、風通しの
ために開けている玄関から顔を出し、
帰らなくて困ります。
Ｂ棟居住者
警察に連絡しましょう。
管理組合
●７月上旬頃から、隣家のベランダのゴ
ミの臭いが室内まで入ってきて気分が
悪く頭痛がします。窓を閉めると暑い
ので大変困っています。ベランダにゴ
ミ箱を置いている人は、臭いが漏れな
いように対策を取ってください。
Ｄ棟居住者

日
場

時：８月２７日（土）
午前９時３０分～１２時
所：集会所ホール

毎月第４土曜日に「なかよしひろば」
を開催しています。お茶やお菓子も用意
していますので、お時間のある方はぜひ
お越しください。チビッ子も来てネ！

Ａ○○○○
Ｂ○○○○
Ｅ○○○○

○○
○○
○○

さん
さん
さん

期
間：８月２２日～２６日
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

正解：
左の絵が元になります。
右の絵はそれを左からみ
たものです。１か所だけ
間違いがあります。


応募用紙

８月の答え

印を
入れて

正解者３７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：８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

