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西側チェーンゲート更新工事完了のお知らせ
標記工事は１月２４日（金）～１月２７日（月）
新リモコン
間に、居住者のみなさまのご協力により工事が無事完
了しました。更新工事に伴い、現在ご使用中の送信機
（リモコン）は新旧２種類あり、チェーンゲート開閉
作動距離に少し差が生じていました。
居住者のみなさまの『安全性』を考慮した結果、
チェーンゲート開閉作動距離を調整しました。
なお、安全に走行していただくためには、ゲート前
で『一旦停止』をしてから、リモコン操作（長押し）
し、チェーンが下りるのを確認してから通過していた
だくようにお願いします。
参考 新リモコンの方は北側の受信機本体にリモコンを向けて長押しする
旧リモコンの方は南側の受信機本体にリモコンを向けて長押しする

旧リモコン

来客駐車場設備の更新工事のお知らせ
第２８期通常総会で承認された設備更新工事にあたって、複数の業者からのヒヤリングおよび見積りを比
較検討した結果、理事全員一致で「アクトテクニカ（株）」に決定しました。その後、業者と工事の打合せ
を重ねて工事日程を決めましたので報告します。［工事期間 ２月１２日（水）～２月１７日（月）６日
間］の予定ですが天候次第で順延になります。工事の進捗状況は、各棟１階エントランスホールの掲示板で
確認してください。
工事中は来客駐車場が使用できません、また工事期間中は安全上、近寄らないでください。居住者のみな
さまのご理解、ご協力をお願いします。
【旧駐車券の交換と新駐車券の販売開始のお知らせ】
来客用駐車場設備の更新に伴い、従来の駐車券は使用できません。未使用の駐車券をお持ちの方は 2 月
14 日から新しい駐車券と交換いたしますので、管理事務所までお越しください。
新しい駐車券は「１００円券１１枚セット＝１，０００円」です。（１枚お得です）
２月１４日（金）より管理事務所にて販売開始します！！

１．進捗状況
●

配管・新規ポール設置

ほぼ完了

ケーブルの通線状況により、南側チェーンゲートを一時通行止めにする場合があります。通行止めの
場合は、事前にお知らせしますのでご協力をお願いします。
●

配線工事

２月より順次実施

２．テレビお知らせ画面について
パソコンのないご家庭でも「お知らせ」や「防犯カメラ映像の一部」及び「地域特有の情報（加古川
駅時刻表等）を表示するシステムを構築中です。「お知らせ」画面からリモコンの「ｄボタン」を押す
ことにより、表示する情報を選択できます。防犯カメラの映像は、主にゴミステーションと出入り口付
近を表示できます。ゴミ出しの際にゴミの有無の確認などにご利用ください。
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しかし、自分の大切な人を２４時間３６５日守り続け
ることなんてできない。マンションに住む多くの人は、
『防災活動』とは、何をすれば良いのでしょうか？

現役世代が多く、大阪や神戸等

ヒントを探すために書籍や防災関連のホームページ等

に時間をかけて通勤をしていま

を探ってみました。すると防災活動とは何をすべき

す。平日の昼間に災害が発生し

か、どのような活動が良いのかが丁寧に掲載されてい

た場合、自分だけでは対応する

ます。しかしながら、その多くの資料に共通点がある

ことは不可能なのです。

ことに気付きました。それは活動のほとんどが「生き

では、自分が大切な人を守ることのできない時間帯を

残った人を対象」とした活動であるということです。

どのようにして守るのかを考えましょう。親戚も遠けれ

通報、避難、消火、救助、炊き出し、応急処置、避難

ばあてにはできない。ならば、近所の人をあてにしても

所運営等々。災害発生後、生き残った人を活動の大前

良いのではないかと考えます。でもマンションはプライ

提としています。言い換えれば、災害発生の瞬間に亡

バシーが守られる反面、ご近所付き合いが薄いのが最大

くなった人は対象外なのです。やはり防災活動をする

の問題だと云われています。この問題をいかに解決し、

には、着眼点をどこに置き、活動をすれば良いのかを

どうすれば仲間を増やし、みんなが防災活動に取り組む

定義することから始める必要があります。

ことができるのか・・・。そこで考え出したのが、楽し

シリーズ「減災式をつくろう」

くなければ防災の輪は広がらない「楽しく防災活動を

発災の瞬間を起点として、発災前、発災時、発災後

やろう」というスローガンです。このスローガンを掲げ

と三つの時間に分類できます。災害発生後の活動に関

ることで、住民の方々に対し「あいさつ運動からはじめ

しては、確認できる多くの資料が充実していると判断

よう」と仕掛ければ良いのです。ところが、防災活動に

できます。そこで資料にない不足部分として、発災前

「あいさつ」は関係ないのではないかと言われているの

に準備が必要な災害発生瞬間の対応法「死なない方

も現状です。

法」と、災害が発生した後に直ちに活動に移れる「早
期対応方法」に着眼し考えてみます。
まず、優先順位として「死なない方法」を研究して

しかし、私たちの活動「あいさつから始める楽しく防
災まちづくり」が正しかったことを立証する、ひょうご
震災記念２１世紀研究機構「過疎と都市への集中の両極

みましょう。では私たちは何に対して備えるの？

化が進む中でのコミュニティづくり研究会」の研究報告

地震、台風、水害、火災、交

を紹介します。

通事故等、災害因の特定から

あいさつ運動から始めることで、多様な参加が推進さ

始める必要があります。考え

れる。更に参加を促す為のイベントを開催することで町

られる災害因は他にもあるは

が動き出す。イベントの企画・運営・実行等から町を自

ずです。ならば共通して備え

分たちで創造している感覚が生まれ、自分たちの町に興

ることのできるものは無いのでしょうか？

味を持ち出し、自分たちの町に愛着を持つようになり、

初心に戻り、防災とは何なのか？何故、防災活動を

自分たちの町を守る意識が生まれ、住民同士の信頼関係

行わなければならないのかを考えます。やはり「防災

が構築される。また、町をステップ

とは自分の大切な人を守ること」。そして自分の大切

アップさせる為に学ぼうとする。と

な人を守るために、自分が死んではいけないことが重

ころが情報やスキルのなさを実感

要となります。

し、他の地域に情報を求めるように

一般には「自分たちのまちは自分たちで守ろう」と

なる。その結果、多くの情報を得る

漠然とした活動方針の中で、誰が何をどのように守る

ことで、更に町は進化し、自分たち

のか曖昧さの中で活動してしまいがちです。しかし

の町の将来をイメージしデザイン化

「自分の大切な人を守る」と定義すれば、やるべきこ

されていく。すると、今まであてにしていたはずの公助

とが無数に湧きだしてきます。防災活動は全国一律の

と云われる行政をあてにせず、自分たちで自立する方向

備えでもなく、町や村、もっと小さな単位としては、

を目指しだす。これは、挨拶から防災を核にすることで

個々の家に於いても違うはずです。そう考えると自分

楽しい町づくりができあがる。その結果、町が住みやす

の家や家族のことは自分しか判

いというだけでは無く、挨拶が災害に強い街にしてくれ

らないのです。自分の大切な人

るのである。

を守るためには、その小さな単

遅くはありません！「笑顔であいさつ」みんながお

位の中でしっかりと話し合いを

互いに信頼し合えるまちづくりをあいさつ運動で！挨拶

することが大切だと考えました。

あふれるまちを目指そう！これが今回の「減災式」！
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毎回、『遊び』の大切さを言い続けているのです
今年は「科学」をテーマに取り入れて「ふれあいバ
スツアー」を以下のとおり実施します。
兵庫県の助成金制度「走る県民教室」（２５，００
０円）を利用し、大型バスをチャーターして今回は
「赤穂海洋科学館」「そうめんの里」で昼食！「そう
めんの里」を見学して「兵庫県立こどもの館」で科学
を勉強します。
開 催 日 ：平成２６年 3 月８日（土）
参加資格：グリーンシティ居住者
（小学生以下は保護者同伴）
募集人数：３５名（先着順）
参加費用：１，５００円／人（昼食・飲み物付）
申込み先：管理事務所（☎４２５－６８５２）

が・・・今後も大人が、子どもの立場に立って考えた
り、記憶をたどりにくいかもしれませんが、自分が幼
い頃遊んでいた情景や、その時の感じ方など、断片的
に思い出したりして懐かしみながら、子育てに大いに
役立てましょう！
これまで、子どもの遊びが
豊かに展開されるなかで
「自我の根っこ（心の根っ
こ）の部分がつくられる」
「探索遊び」が心の根っこを
育てること、をお話してきましたが、日常生活の中
で、今一度具体的に思い起こしてみると、こんな場面

９：００

グリーンシティ出発

が目に浮かびますね！？たとえば、子どもが「これっ
て、何だろう」と思って、ティッシュを箱から引っ張

１０：１５～１１：３０

赤穂海洋科学館

１２：００～１２：４５

そうめんの里（食事）

り出す。あるいは、引き出しを開けて、中のものをポ

１２：５０～１３：４０

そうめんの里（見学）

イポイ取り出す。水道の蛇口をひねって、水をジャー

１４：００～１５：３０

兵庫県立こどもの館

ジャー出してみる。ふすまや障子に指を突っ込んで穴

１６：１５

グリーンシティ到着

を開けるなど・・・大人からすると、まったく“いた
ずら”にしか見えないかもしれませんが、子どもにと
っては、すべてが「探索活動＝遊び」なんですよね
～！！このような子どもの行為を「ダメ！」「やめ

赤穂海浜科学館

兵庫県立こどもの館

て！」「いいかげんにして！」「片づけなさい！」な
どと言って制限してしまっては、子どもの探求心の芽
をつんでしまうことになりかねません。危ないもの
や、さわられて困るものは手の届かない所にしまい、
できるだけ自由に遊ばせてあげると良いですね。もち

そうめんの里（例）

そうめんの里

ろん、無制限ではお母さんも困りますから「この部屋
はダメよ」「これ以上は、もうおしまい」というよう
に、その家庭でのルールをつくって！！ですよね。
＜次号に続く＞

日
場

＜廃品回収のおしらせ＞
時：２月２２日（土）雨天２月２３日（日）
＊当日の朝８時までに出して下さい。
所：各棟ゴミステーション

<平成２５年度ＰＴＡ・少年団地区総会のお知らせ＞
日 時：３月１日（土）午後６時から
場 所：集会所ホール
１月２５日（土）ジョイプラザで「お楽しみ会」を開
催しました。とても楽しい時間を過ごす事ができまし
た。参加してくれた皆さんありがとうございました。

１月１９日（日）の廃品回収ではご協力をいただき
ありがとうございました。今年度の廃品回収を無事に
終えることができ、皆様に厚くお礼申し上げます。

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 ！

燃えるごみ収集日

・Ａ棟エレベータ上にあるモニターに表
示されているゴミ回収日の日付が１０
月のままになっています。忘れがちな
ゴミの日も書いてあり便利だなと思っ
てたので更新していただけると助か ↗

建国記念日

集会所ホールへご近所さんを誘って、
来てください。お茶やお菓子をいただき
ながら、楽しい時間はいかがですか？お
待ちしています。

もえないごみ収集日

所：集会所ホール

燃えるごみ収集日

場

理事会

９時３０分から

燃えるごみ収集日

時：2 月２２日（土）

なかよしひろば 環境整備委員会

自治会役員会

専門部長会

広報委員会

ふれあいバスツアー 環境整備委員会

日

１ ２８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ １５ １４ １３ １２ １１ １０
土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月 日 土 金 木 水 火 月

びん収集日

２
日

燃えるごみ収集日

３
月

燃えるごみ収集日

４
火

燃えるごみ収集日

５
水

ペットボトル・紙・衣類収集日

６
木

２月

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
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↙ ります。
Ａ棟居住者
更新システムが昨年１０月末にサービ
ス終了し更新できない状況です。新シ
ステム開始まで少しお待ちください。
・ふれあいバスツアーたのしみです。
Ｄ棟居住者
・来客駐車場についてですが、毎年盆・
正月になると車がいっぱいでとめる所
がなく、路上、そして近所のジャパン
とりどーるにとめているという人を耳
にします、これは店側に迷惑です。
こういう時に何かよい方法を考えてい
ただけないでしょうか。 Ｂ棟居住者

○

○○○

○○さん

【お詫び】先月号のクイズ問題文「⑤この自転車のブレーキが利かない」は、
「効かない」のあやまりでした。⑤については、すべて正解とします。
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をされて
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大臣の地位に着く
④この企画に心血を雪いだ
②水色の傘を指して歩く
⑤療養のためにお酒を絶つ
③一時の気の迷いから冷める
⑥１５分が立ち、彼女が来た

①蔵 ②型 ③革
④代 ⑤利 ⑥究
正解者２２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。


応募用紙

２月の答え

①

④

②

⑤

③

⑥

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：２月２８日
提 出 場 所：管 理 事 務 所
ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

