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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
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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

代表理事任期満了に伴い、９月２１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２９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）

敬称略

Ｅ棟（３名）

継続

○○

○○（１期２年目）

Ａ・Ｇ棟（１名）

継続

○○

○○（２期１年目）

継続

○

○○（１期２年目）

Ｂ棟（３名）

継続

○○

○○（２期１年目）

新規

○○

○○

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１年目）

継続

○○

○○（１期２年目）

継続

○○

○○（１期２年目）

新規

○○

○○

Ｆ棟（１名）

例年通り雑排水管の清掃時期になりました。以下の日程で行いますので、必ずご在宅をお願いします。

実施時間帯は、配布した案内書でご確認ください。
清掃を受けずに排水管の詰まり等が起こり、階下へ水の事故が発生した場合は保険での適用対象外となることも
あり、当該住居宅の改修費用・階下宅等への損害賠償費用が個人負担となる場合もありますので、清掃へのご理
解・ご協力をお願いします。

受水槽の設備更新工事は、皆さんのご協力のお蔭で予定通りの日程で順調に
進んでおります。Ａ棟・Ｅ棟・Ｆ棟はほぼ工事を完了し、現在はＤ棟の工事に
かかっているところです。
生活をしながらの工事ですので、通路が狭くなったり資材が置いてあったり
と、ご不便をおかけしますが、安全を最優先で進めていますので、ご協力をお
願いします。また、今まで以上に車や人が往来する場所での工事になりますの
で、居住者の方には、注意をしていただきますようお願いします。
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です。「安全でもなく・安心もできない」ことは元々か
ら判っていたことなのに「私だけは大丈夫」という根拠
近年、災害に強いまちづくり（防災）を遂行する上

のない想定を創り上げることで、あなたは事実から顔を

で「安全・安心のまちづくり」とスローガンを掲げる

背け、見て見ぬふりや知らないふりをしていたのです。

ところが多く見られます。確かに防災だけではなく、

これらは、他人任せという恐ろしい連鎖式を知らずに

防犯を考える上からも必要なことなのでしょう。

「安全・安心」を神話化させてしまった現象です。

今回は、「安全・安心のまちづくり」から、防災式
を考えていきましょう。
◆シリーズ「あなたならどうする？」パート１０
さて、「安全・安心」とは、どのよ
うな状態のことをいうのでしょうか？

「安全→安心→慢心→過信→不意打ちの災害」
安全になれば、人は安心してしまう。心理としては、
慢心し、過信してしまうのです。そして突然の災害に見
舞われる。この連鎖式には、欠けているものがあるから

「安全」を広辞苑で調べると「安ら

不意打ちを食らってしまうのです。何が欠けているの？

かで危険がないこと。物事が損傷した

答えは「信頼」です。もしも誰かに「安心してくださ

り、危害を受けたりするおそれがない

い」と言われても、その人に信頼がなければ、非常に

こと」と記されています。簡単に言え

軽々しく聞こえませんか？相手を信頼せずに安心できる

ば、危険が無い状態のことです。しか

ということは皆無でしょう。

し、それらは人間の力によって「安全な状態」を創り出

過去の災害でも、政府・行政・メディアの情報発信の

している行為と考えられます。我々人間は、危険が無い 失敗がまさにそのものです。信頼がない情報にも関わら
状態になると、安全であると確信をしてしまいます。そ ず「情報」を出す。その度に、情報の錯綜から混乱を招
の確信の先には「安心」というものが生まれてきます。 き「緊急情報」だけでなく、「安全情報」までも信頼さ
次に「安心」を調べると「心配・不安がなくて、心 れないことになってしまいました。
が安らぐこと。また、安らかなこと」とあります。
「安全になれば、安心できる」これって、本当に正
しい考え方なのでしょうか？考えてみましょう。
実社会では、誰がどこで「安全と思える状態」を作
ってくれているのでしょうか？

では、どうすれば良いのか？
それは「安全安心のまちづくり」
からの脱却！そして「信頼のまち
づくり」へと方向転換する必要が
あります。

答えとしては「判らない・・」ですね。「私たちの

「信頼のまちづくり」では、組織は外部に向けて情報

まちは、安全で安心して暮らせるね」とよく言われて

を発信しながら繋がりを作り、内部では弱い結びつきか

います。でも、実際のところ、誰がどこで「安全で安

ら対話を通して信頼関係を深める。組織の中では裏切ら

心なまち」を作ってくれているのか知らないのが実情

れる等の多少のリスクを覚悟の上でやっていく。これが

です。言い方を変えれば「どこかで誰かがやってくれ

新しい「信頼のまちづくり」であり、「信頼できる安全

ている」だから安全で安心だと思いこもうとする「依

安心のまち」となっていくと思いませんか。

存心」ではないのでしょうか。「私たちの町は安全で

お互いに信頼し合えるまちづくりのためには、他人任

安心だ」「私の会社は安全で安心だ」というように。

せではなく「自分がやる」という意識を持ち、お互いが

ところが、誰が「安全・安心」を担っているのかは知

「自分は大丈夫」と言い合える活動をしていく。

らない。「誰かがやってくれている」という、根拠の

災害時「避難準備・避難勧告・避難指示」を聞くまで

ない他者への依存心からくる間違った思い込みからな

に、「自分から避難する、または避難することと同様の

のです。人は「誰かがやってくれているという神話」

行動をとる」。そうすれば、自分や自分の大切な人の命

を自分の中で勝手に創り上げてしまうのです。

を失うことがなくなります。「もっと早く避難勧告を出

しかし、ひとたび災害に襲われるとその神話は、い

してくれていたら」なんて言わなくても済むのではない

とも簡単に崩壊します。この時、はじめて自分が何も

でしょうか。でも、そういう人達は、もっと早く避難勧

やっていない事の「ツケ」が回ってきたことに気付く

告が出たとしても避難はしないでしょうが・・・！

のです。あなたは、どこの誰か知らない人を勝手に創

まずは、信頼できる情報を自分で手に入れる意識を持

り上げ、架空の人物に、自分や自分の大切な人の命を

ち、信頼できる仲間を作る。これが、これからのまちづ

丸投げ（人任せ）していたのです。その時に慌てても

くりの上で、本当に大切なことなのです。

遅いのです！「ツケ」の代償は「大切な命を削ぐこ
と」となるのです。
でも本当のところ、あなた自身はわかっているの

今回の防災式は、「安全安心のまちづくり」をする為
に、まずは「信頼のまちづくり」から始めましょう。
お互いが、信頼し合える安全で安心な楽しいまちに！
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まだまだ暑い日も続き、スッキリと“秋”らしくと
第２９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。

はなりませんが・・・さわやかさを感じると、どうし
ても騒ぎ出すのが“食欲”ではないでしょうか！？
時には、お子さんと一緒に「子どもが喜ぶごまメニュ

棟号

氏

名

棟号

氏

名

ー」でおいしい物を作って楽しんでみませんか？！

○○○

○○さん

○

○○○

○○さん

さつまいもとごま塩を使って、『さつまいものハニー

○○○○○

○○さん

○○○○○

○○さん

セサミマッシュ』はいかがでしょう？！

○

○○○

○○さん

○○○○○

○○○さん

○

○○○

○○さん

○

○○○

○○さん

○○○○○

○○さん

○

○○○

○○さん

○○○○○

○○さん

○○○○○

○○さん

○

○○○

○○さん

○○○○○

○○さん

レーズン・・・・・・・２０ｇ

○○○○○

○○さん

○

○○○

○○さん

ごま塩・・・・・・・大さじ１

○

○○さん

○

○○○

○○さん

ごま塩（ふりかけ分）・・・適宜

○

さつまいも・・・・・２００ｇ（皮をむいた正味）
牛乳、バター・各大さじ１．５
★

○○○

◆[材料６個分]

はちみつ・・・・・・大さじ１

◆[作り方]
①さつまいもは皮をむき、厚さ２㎝の輪切りにして
グリーンシティ自治会では、毎月第４土曜日の午前
９時３０分から集会所ホールで、民生児童委員さんを
中心に「なかよしひろば」を開催しています。
今回、９月の「なかよしひろば」を利用してグリー
ンシティ敬老事業の一環として、グリーンシティに居
住されている満７０歳以上の方々に記念品「とろろ巻
昆布」を贈呈いたしました。
当日は約７０名の方に取りに来ていただきました。
取りに来ていただいた方々には簡単な面接もさせてい
ただき、現在の様子なども確認させていただきまし
た。これからもお元気でお過ごしください。
グリーンシティには７０歳以上の方々が約１４０名
居住されており、毎年１０～１５名の方が仲間入りさ
れ確実に高齢化が進みつつあります。
行政からはお年寄りに関する情報提供は「個人情報
保護法」を理由に一切ありません。グリーンシティで
は独自に「高齢者調査」を実施しています。「グリー
ンシティ高齢者調査票」をまだ提出されていない方は
至急提出をお願いします。また、生活するうえでお困
りのことなどありましたら自治会まで連絡ください。

水にさらす。水がついたまま耐熱皿にのせ、厚手のペ
ーパータオルをかけてふんわりとラップをし、電子レ
ンジで４分～４分３０秒加熱する。
②

①をボールに移し、めん棒でつぶして温かいう

ちに★を加え、バターを溶かす。ゴムべらなどでよく
混ぜる。
③

②の粗熱が取れたら６等分にし、ラップで包ん

で上部をひねりながら丸く整える。ラップを取り、器
に盛ってごま塩をふる。
※ごま塩を入れるのがコツ。ごま塩の塩けでさつまい
もがより甘く感じる！
※ラップで包んでキュッとしぼれば、カンタンにでき
上がり！
［１個分１００Kcal、塩分０．３g］

日時

１０月２６日（土）
９：３０～１２：００
場所 集会所ホール
お出かけされるのには、いい季節になりましたね。
たまには集会所まで出かけて来てください。お茶やお
菓子をいただきながら、お話しに花を咲かせてみませ
んか？お待ちしています。

○○○○○
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）

○○さん
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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 ！

↙だと思います。風向きとかの影響もあ
・今月のクイズ、難しくなかったのでよ
かったです。
Ｄ棟居住者
・敬老記念、滋養祝品に飛び出す祝詩感
謝感激です。
Ｅ棟居住者
・新しい井戸のベンチの設置ありがたい
です。出来ればベンチの上に日よけも
作って下さるともっと快適になりま
す、ご検討下さいね。
Ｂ棟居住者
・夏場は熱中症にも気を付けたいです
し、雨の日は雨やどりにもなります
し、住人同士で陰になる日よけも作っ
てほしいと話しています。どうかよろ
しくお願いします。
Ｂ棟居住者
・晴天なのに、洗濯物のそでが濡れてい
るときがあるんです。おそらく、上階
の方が植物などに水やりをされるから

るとは思いますが、洗濯物を干している
時間帯の水やりは階下の洗濯物を濡らす
恐れがありますので、十分気をつけてい
ただくか、もしくは水やりの時間を変え
ていただけないでしょうか？植物も日光
とお水が必要ですが、衣類やお布団をし
っかり乾かすのも、快適で衛生的な人間
生活に必要だと思います。よりよい生活
環境を、お互いの思いやりで築けたら良
いなぁ、と感じます。
Ｂ棟居住者

＜全員集合会のお知らせ＞
開催日：１０月２0 日（日） 雨天中止
時 間：午前８時２０分～
場 所：氷丘南小学校運動場
先月号の正解

下記のそれぞれの文章には、読みは同じでも間違った使い方がさ
れている漢字一文字があります。（例）のように解答欄に正しい
文字を答えてください。
（例）立派な行いに関心する →（答）感
①先入感を捨てることは難しい ④少額紙幣の枚数を数える
②型式にこだわらず自由に描く ⑤彼は政状に通じている
③震原地の特定を急ぐ
⑥募金活動に卒先して協力する


応募用紙

１０月の答え

①

④

②

⑤

③

⑥

①用
④位

②平
⑤要

③成
⑥用

正解者１５名の内、
厳正な抽選の結果５
名の方に図書カード
を進呈します。

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
ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

