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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

代表理事の任期満了に伴い、９月１７日（土）集会所ホールにて公開抽選会で選ばれた方々の話合いによって
「第２７期新理事候補」が決まりましたのでお知らせします。

理事候補（緑字：新理事候補）
Ａ・Ｇ棟（１名）

新規

○○

○○

Ｂ棟（３名）

新規

○○

新規

Ｅ棟（３名）

敬称略
継続

○○

○○（２期２年目）

○○

継続

○○

○○（２期２年目）

○○

○○

新規

○○

○○

新規

○○

○○

新規

○○

○○

Ｃ棟（１名）

継続

○○

○○（１期２年目）

Ｄ棟（４名）

継続

○○

○○（２期２年目）

継続

○○

○○（２期２年目）

継続

○○

○○（２期１年目）

新規

○○

○○

Ｆ棟（１名）

今期は、理事になったにも拘わらず、一度も理事会等に出席せずに全く責任を果たそうとしない者が２名いま
した。マンションに住んで共同生活を送る資格のない方たちにこれ以上理事をお願いできないと考え、更迭させ
ていただきました。
来期は半数以上の方々が新しく就任される予定です。いままで以上に組合員の皆様のご協力をよろしくお願い
します。

環境整備委員会では、長期修繕計画で計画されている「敷地内アスファルト・オーバーレイ」について仕様の
検討を進めており、今回概要が整理できましたのでお知らせします。
●アスファルト・オーバーレイの目的
経年による敷地内の車道、歩道、駐車場の凸凹を整地して路面の
平坦性を良くし、車両走行時や歩行時の快適性や安全性を向上さ
せる。
●実施検討にあたってのコンセプト

①

②

①バリアフリー化（歩道と車道の段差を少なくします）
②歩道の整備（幅１．５ｍを目標に平坦な歩道に整備します。また、歩道上の電柱は緑地帯に移設します）
③将来に備えた埋設配管の整備（各棟間に埋設の配管を設置します）
今後さらに詳細を検討し、総会時に提案できるよう理事会に答申する予定です。

今後の工事予定をお知らせします。
◎Ａ棟北側雨水縦管の排水不良による改修
◎共用部鳩対策
・Ｂ、Ｄ、Ｅ棟エレベーター機械室前の防鳩ネットの施工
・Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｇ棟エレベーター機械室前の鳩糞の除去および消毒作業
居住者のみなさまのご理解、ご協力をお願いします。
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保存食
【平】家族の好物（好きな缶詰やスナック菓子等）を、
グリーンシティ防災会では「防災活動」を特別な活動

普段から余分に買っておき、食べたら買い足す

にするのではなく、私たちの日常生活の「利便性」と

【災】食べたら買い足すサイクルで

「危険回避」の両方で、恩恵が得られるような「防災活

賞味期限切れになることなく

動」にすることができないかを考えました。そのひとつ

非常食の確保になる

の答えとして「災害対策のためだけに活動する必要はな

迷惑駐車対策

い」というところに行き着き、それが「生活防災」だと

【平】道路閉塞防止は安全な道路確保と住みやすいま

先月号でお伝えしました。
今月は、どのようなことが生活防災になるのかを色々
なものに例えて、平常時【平】と災害発生時【災】に分

ちづくりに貢献
【災】緊急車両進入路、緊急車両通路、居住者の避難
路の確保になる

けてお伝えします。長期継続の可能な防災活動！それを

「自分の車で地域の道路に迷惑

「ハイブリッド防災」と呼ばせていただきます！

駐車をしていた。その時、家族
にもしものことが起こる。あな
たは自分で自分の家族の命を奪
うことになりかねない」
ゴミの出し方（分別・ルール）
【平】ゴミの減量、資源の再利用、環境保全
【災】廃棄物処理の軽減や緊急物資の

平常時の利便性＋災害時の危険回避＝ハイブリッド防災
平常時と災害時の両方で役立つ、ハード面とソフト面
を日常生活の中で考えてみます。

仕分け分別につながる
マナーを守る
【平】最初は住みにくいと感じるが、

住居内の整理・整頓

（自分勝手なことができない）

【平】日常的に快適な生活が過ごせる

お互いのゆずり合いで住みやすく気持ちの良い

【災】地震時の落下物防止や脱出する

街ができあがる

出入り口までの避難路確保ができ上がっている
家族間のあいさつは必需品

【災】普段通りに「お互い様」の気持ちで、歩み寄り
の精神で共助へ素早く向かう

【平】行き先の確認・居場所の確認

地域内コミュニケーション

【災】携帯電話を持っているから安心と思っていません

【平】ご近所のあいさつ（あいさつがあると楽しい

か？災害発生時携帯電話は繋がりにくくなるの
で、慌てないためにも事前に確認しておけば災害
時の安否確認をする上で負担軽減になる

し、ワクワクする）やコミュニティ強化
【災】地域の防災防犯力向上、災害時の共助の基盤づ
くり（初動体制の構築）ができている

散歩・徒歩でのお買い物

お祭やイベントなどは長期的な生活文化

【平】自分の住む地域を知ることが

【平】お互いが顔を知ることができ、みんなでやるこ

でき、健康増進にもつながる
【災】倒れそうな家屋、転倒しそう

との楽しさを繋げる文化が根付く
【災】どこのだれか判らないよ

な自販機、緊急車両が進入で

うなことがなく、一刻

きない道、病院や薬局・コン

をあらそう時に即座に

ビニ等、災害時の危険箇所の把握や緊急時利用資

対応が可能になる。

源の確認ができる

地域活動に参加することにより、自分自身のバ

お風呂の水を貯めておく

ックアップをつくることができ、自分がいない

【平】洗濯水に利用すると水道代が安くなる。部屋の乾

ときでも自分に代わって助けてくれるシステム

燥防止や加湿効果、ベランダ掃除にも利用できる

ができあがる

【災】流さずにおいておくと災害時
トイレの排水や身体を拭く為

みなさんも自分に合った「オリジナルの生活防災」

の清拭用等、生活水の確保が

を考えてみませんか。

できる。また、火災発生時の

（参考引用文献：防災人間科学・生活防災のすすめ、

消火水としても利用できる

矢守克也教授著）
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第２７期自治会役員を以下の方々にお願いすること
になりました。１年間よろしくお願いします。
自治会の主な役割は行政に対する地域の窓口である
とともに、いろいろな行事によってグリーンシティの
コミュニティを形成することです。自治会がなくなれ
ば加古川市によるゴミ回収もしてもらえなくなり、広
報「かこがわ」も送付してもらえません。また、夏ま
つりも、もちつき大会もなくなります。役員になられ
た方には役員としての職務の遂行と、居住者の皆さん
には自治会行事への積極的な参加をお願いします。
棟号

名

前

棟号

名

前

Ａ○○○○

○○さん

Ｄ○○○○

○○さん

Ａ○○○○

○○さん

Ｄ○○○○

○○さん

Ｂ○○○○

○○さん

Ｄ○○○○

○○さん

Ｂ○○○○

○○さん

Ｅ○○○○

○○さん

Ｂ○○○○

○○さん

Ｅ○○○○

○○さん

Ｂ○○○○

○○さん

Ｅ○○○○

○○さん

Ｃ○○○○

○○さん

Ｅ○○○○

○○さん

Ｃ○○○○

○○さん

Ｆ○○○○

○○さん

Ｄ○○○○

○○さん

Ｆ○○○○

○○さん

９月 24 日（土）に開催した
「なかよしひろば」で、グリーン
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ようやく秋らしくなりました～！でも、夏バテに続
き寒暖差が激しい時期、身体にはくれぐれもご注意く
ださいね！！ちょっと疲れたこんな時、人気の韓国料
理“サムゲタン”を、手羽先を使って手軽にできる
『手羽先サムゲタン』にして、味わってみてはいかが
でしょう！？
◆『手羽先サムゲタン』
〔材料 ２～３人分〕
手羽先・・・・・・・・・６本
じゃがいも・・・・・・・２個
にんにくの薄切り・・・・１片分
ご飯・・・・・・・・・・茶碗１杯分
とりがらスープの素・・・小さじ２
★にらだれ
にらのみじん切り・・２本分
ごま油・・・・・・・大さじ１．５
塩・・・・・・・・・小さじ０．５
塩・ごま油
◆『作り方』
①じゃがいもは皮をむいて４等分に切る。手羽先は
骨に沿って切り目を入れて、その部分に塩少々を
ふる。
②厚手の鍋にごま油小さじ１．５を熱し、手羽先を
皮目から入れて、両面にこんがりと焼き色がつく
まで焼く。（とり肉は両面をこんがり焼くこと、
こうばしさが残り、滋味のあるおいしいスープに
なる。）じゃがいもを加えて炒め、油がまわった
ら、ご飯、にんにく、水３カップ、スープの素を
入れてふたをし、沸騰したら弱火にして約２０分
煮る。
③器に盛り、★にらだれの材料を混ぜて添える。
（にらだれを入れながら食べて！）

シティの７０才以上のお年寄りに
カステラを贈呈しました。

「赤い羽根募金」は「共同募金」の愛称です。
共同募金運動は、１０月１日から１２月３１日
までの３ヶ月間、北は北海道から南は沖縄まで全国い
っせいに行われます。
人々が、いつでも、どこでも、自発的に寄付をでき
るようにし、さわやかな気持ちが持てるような習慣を
根づかせようという願いが込められています。集まっ
た募金は民間の社会福祉の資金として使われ、広域的
には社会福祉施設や県域で活動している団体などに配
分、市区町村においては社会福祉協議会や小地域のさ
まざまな福祉活動団体などに配分されます。

氷丘中ＰＴＡでは１１月１日～２５日まで「見守り
運動」を実施します。危険箇所に立って下校時に子ど
もたちの安全を見守り「声かけ」を行います。
９月１０日の廃品回収では、たくさんの方のご協力
をいただきありがとうございました。

＜全員集合会のお知らせ＞
開
時
場

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）

催

日：１０月３０日（日）
＊雨 天 中 止
間：午前８時２０分～
所：氷丘南小学校運動場
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●９月２９日～３０日にかけての夜、窓
を開けて寝ているとＥ棟のベランダ付
近から断続的に犬の鳴き声が響いてき
ました。２：００頃から始まり、７：
３０でもまだ鳴き続けていました。寝
れないことでイライラするし、鳴き続
ける犬にも憐みを感じます。飼い主は
きちんと飼える環境をつくるべきで、
無理なら犬を飼うことを諦めるべきで
しょう。
Ｃ棟居住者
●Ｅ棟ベランダで飼われている犬が虐待
をうけています。よくベランダで鳴い
ています。飼い主さん！犬は広い場所
で飼ってやってください。Ｄ棟居住者
※グリーンシティでは、規約でペットの
飼育は禁止されています。 管理組合
●今月号のクイズ！難しかったです。
Ｄ棟居住者

２０１１年（平成２３年）１０月１０日

4/４

日

時：１０月２２日（土）
９時３０分～１２時
場 所：集会所ホール
なかよしひろばは誰でも参加できます
よ。ご近所さんやお友達をさそって是非
一度お越しください。お茶とお菓子を用
意してお待ちしています。

Ｂ○○○○
Ｆ○○○○

○○さん
○○さん

９月度活動報告
＊街頭補導
・９／１８氷丘中運動会校内パトロール
・夜間街頭補導５回実施
先月号の正解
正解：①からかうな（殻）
②ひざこぞう

左右の絵には
６つの間違い
があります


応募用紙

１０月の答え

印を
入れて

正解者１３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：１０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

