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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
グリーンシティ

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

第２１回『クリーン作戦』

ペット飼育許可書更新について

「１代限りのペット飼育細則」第９条に基づくペッ
ト飼育許可書の更新を行います。
日
時：平成２６年５月１２日（月）
～５月１７日（土）
午前９：００～午後６：００
場
所：管理事務所
必要書類：
狂犬病予防注射接種済証明書写し（犬のみ）
２ヶ月以内に撮影した登録済ペットの写真
（犬・猫共）
★グリーンシティでは平成１２年の「１代限りのペ
ット飼育細則」制定時に登録されたペット以外は
自転車には、新シール（白色）を管理事務所で購入し
飼育禁止です。新規の飼育は一切許可していませ
貼付してください。また、不要自転車は所有者が廃棄札
ん！細則を守らない居住者には注意勧告をし、そ
（管理事務所で交付します）をつけ、責任を持ってＦ棟
れでも守らない方には「１代限りのペット飼育細
西バイク置場北側に移動・整理してください。
則」第１８条（罰則）に基づき違反者として必要
な法的措置等をとる場合がありますのでルールを
今年もグリーン名物『いか焼き』をごちそうします！
守ってください。
恒例になりました『クリーン作戦』を以下の要領で実
施します。今年もお隣・友だち同士誘い合って多数の参
加お願いします。明るく住みよいグリーンシティを創る
には、居住者一人ひとりの協力が必要です。
— 記 —
開催日時：平成２６年４月２９日（祝日）
午前９時３０分から２時間程度
雨天の場合は５月６日（祝日）
集合場所：Ｂ・Ｃ棟間ファイヤーレーン
内
容：水路・敷地内清掃・自転車整理

３月末をもって「防犯カメラ」および「テレビお知らせ画面」の工事が完了しました。工事中は多岐にわたり
ご協力いただきありがとうございました。
防犯カメラはエントランス、エレベータ内はもとより全４６ヶ所に設置し、敷地内の出入りをほぼ網羅してい
ます。また、デジタル方式のカメラにより、今までよりも鮮明に不審者等を記録することができるようになりま
した。しかし、防犯カメラはあくまでも抑止効果、または事後の確認に利用するものであり、各個人の安全を担
保してくれるものではありません。防犯カメラがあるから大丈夫というような慢心は禁物です。
さて、次に「テレビお知らせ画面」についてお知らせします。テレビの１２チャンネルに「お知らせ」や「防
犯カメラ映像の一部」および「地域特有の情報（加古川駅時刻表等）を映し出しています。ただし、１２チャン
ネルに映像を表示するためには、チャンネルの再設定をしていただく必要があります。同時配布の説明書を参考
に、テレビチャンネルの再設定をしてみてください。
チャンネル再設定ができたら、チャンネルを１２に合わせリモコンの「ｄボタン」を押してください。防犯
カメラの映像に代わって、「お知らせ」「ごみ収集」「防災情報」「その他」というボタンが現れます。現在
はまだテスト期間のため正しい情報を表示できていませんが、順次更新していきますのでご利用ください。
ｃ
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『家屋の倒壊で家人が取り残されてい
る。』『近所で火の手が上がった場合延
先月の続き、災害の発生後に直ちに活動ができる
「早期対応方法」はどうすればよいのでしょうか？

焼を防ぐ為に初期消火を急ぐ。』
この様な事態に、あなたはひとりで対

早期対応方法とは、災害発生の瞬間に死なない対策

応してはいけません。恥ずかしがらず、

ができた上で「あなたの命が助かった」次の場面への

遠慮せずに大きな声で助けを呼ぶ。可能

活動です。それは大きな災害が発生すれば、あなたの

な限り大きな声で協力してくれる人を探しましょう。

周囲には次々と普段の生活では経験す

さて、この場面では、日頃から近所の人や周囲の人と

ることのない様な、非日常的な事象が

コミュニケーションを取れているかどうかで、緊急事態

多く発生する可能性があります。例え

における対応速度は大きく違ってきます。

ば、あなたの周囲では多くのケガ人や

『うちのお父さんが大変なんです！助けて～！』と叫

急病人（以下「傷病者」という）の発生が過去の災害

んだ時に、日頃から少しでも付き合いがあれば、その叫

の教訓から予測されます。その場に居合わせた人が応

び声だけで、それを聞いた人は『○○さんのお父さんが

急手当を速やかに行えば、傷病者の救命効果が向上

大変らしいよ。助けに行こう！』と、他の人も連れだっ

し、治療の経過にも良い影響を与えるとされていま

て救助に来る可能性が高くなります。ところが、日頃の

す。この現状から、救命講習や応急手当の学習会で

付き合いがなければ、いくら叫んだとしても『どちら様

は、公衆の場で見ず知らずの人が倒れたり、ケガをし

ですか？』『この人、本当は怪しいんじゃないの？』と

たりと想定されている場合があります。しかし実際の

確認する作業で時間は長引くばかりです。一分一秒を争

災害時には、あなたの周囲の誰が傷病者となるのか

う命の灯火。少しでも早く対応ができれば助かる確率は

は、あなたの生活環境によって違います。一日２４時

大幅に向上します。そう考えれば、日頃の挨拶や付き合

間の内、通常は家族や職場の人、関係者と時間を共に

いも大切な救助活動の一環なのです。

する場合が多いと考えれば、あなたの周囲で発生する

あなたが、手当等の知識や技術を学ぶ

傷病者は、あなたと繋がりが深い人達である確率が高

ことで日常生活も一変します。何故か？

いのです。特に、あなたの大切な人が傷病者となって

それは守るべきものを『定義』するようになるからで

しまった場合、早期対応方法を実践できるのは「あな

す。また、日々当たり前のように使っている便利な物

たしかいない」のです。「あなたしかいな

も、凶器になることや、あるいは別の使い方をすれ

い」という言葉は言い過ぎとも聞こえるか

ば、日常の生活備品が人の命を守るものに変わり、応

もしれません。でもそこまで言わなけれ

急処置に使えること等を知ることができます。

ば、あなたはあなたの大切な人の命を

最近、命を救うことのできる器具「ＡＥＤ」を街の

最初から、どこの誰か判らない他人に託す「依存的防

中で多く見かけます。これは尊い命を守りたい意識が

災活動」へと進んでしまうからです。ケガによる大出

街中に広まっているからです。ＡＥＤを使用すれば命

血や、更には心肺停止などの対応は「自分には無理

が救える！でも、目の前に命を救える器具があるのに

だ！」と思うかもしれません。確かに治療行為までは

あなたが使えなければ何の意味も無い。また、あなた

不可能です。しかし、医療の専門家に引き継ぐまで

だけでもダメです。ひとりでも多くの方が手伝ってく

に、あなたにはできることが山ほどあるのです。あな

れることが良いのです。でも、どうすれば増やせるの

たの大切な人が緊急の事態に遭遇しても、適切な応急

か？それは、守るべき対象を定め、どうすれば良いの

手当を実施すれば、尊い命が救われたという事例も、

かを考える。あなただけでは大切な人を守れません。

過去の災害の中でも数多く報告されているのです。

その為に「あなたの輪」を広げることが大切。その

緊急の事態に遭遇した場合の適切な応急手当は、日

「輪」が拡がるほど、つながりあい「網」になりま

頃からの応急手当に関する正しい知識と技術を身に付

す。その「網」は強い結束となり、緊急の事態が発生

けておくことが大切です。注意とし

しても、即、共に助け合える人が周りにいることにな

ては、あなた一人だけができるので

ります。災害発生後の活動だけに目を向けず、災害発

はなく、あなたの周囲の人にも応急

生までに「共に助け合い守り合う仲間をつくる」これ

手当を身につけてもらっておけば、

が何よりの早期対応方法であり、今回の減災式です。

お互いに助け合うことが可能になるのです。
また、地震などの大災害時には、応急手当の前に
「助け出す行為」が必要となる場合も考えられます。
『家具等の転倒により身体が挟まれて動けない。』

【報告】３月２９日の防災訓練は、
晴天にも恵まれ、約３００人参加。
ありがとうございました。
参加記念品の配布は後日掲示します。

グリーンだより

第２７１号

少し寒い一日でしたが、４歳児から７８歳を迎える
おばあちゃんまで、総勢３４名で今年は「科学」をテ
ーマに「ふれあいバスツアー」に行ってきました。
赤穂市立海洋科学館で、塩作りの仕組みを勉強し、
塩作り体験をしました。
塩田で作ったかん水を煮詰めて真っ白な塩の結晶が
できてくるその様子に、子どもも、大人も驚きでし
た。
特に土鍋で煮詰めていき竹べらで混ぜて、水分を蒸
発させるときに混ぜる手を緩めると、さらさらな塩に
ならないことにも驚きました。
塩作り体験

新１年生のみなさん、ご入学おめでとうございま
す。少年団の活動を通じて上級生や地域のお友達と楽
しく遊びましょう。
平成２６年度新役員の紹介
（地区代表） ○ ○○○ ○○
（副代表）
○ ○○○ ○○
（会計）
○○○○○ ○○
ＡＣＧ棟長 ○○○○○ ○○
Ｂ棟長
○○○○○ ○○
Ｄ棟長
○ ○○○ ○○
ＥＦ棟長
○○○○○ ○○
本年度も昨年同様よろしくお願いします。
＜今後の予定＞
交流会（ボウリング）５月１７日（土）
ドッジボール大会
６月１５日（日）
※雨天中止

日時：４月２６日（土）９時３０分～１２時００分
春が来た！グリーンシティに春が来た！こころ満
開！からだ満開！そして、なかよし仲間とおしゃべり
満開！おまちしています。気楽にどうぞ。
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＜前号からの続き＞
ごっこ遊びをする子どもの頭には“自分でつくった物
語”があって、いつも、その物語の主人公になってい
るのです。ヒーローになって悪人をやっつけたり、お
母さんになって赤ちゃんに見立てた人形の世話をした
り・・・自分がなりたいと思った人になる、つまり、
自分の憧れや理想の人に同一化させようとするので
す。なりたい人に自由になれる「ごっこ遊び」は、自
己有能感をますます高め、精神的なスッキリ感をもて
ることでしょう！！
手先も器用になってきて、積み木、ブロック、粘土
などの素材遊びができるようになると「ごっこ遊び」
の世界もますます膨らみ、ビルやタワー、街並みなど
つくりたいものが自由につくれるようになって、それ
をつくり上げた達成感により、さらに自己有能感と憧
れの気持ちを高めていくことになりますね！！ごっこ
遊びが思いっきり楽しめるように！想像力がかきたて
られるようなものを用意してあげましょう！ダンボー
ル箱、小さなテーブル、座布団などがあれば、イメー
ジの世界でいろいろなものに変身できるのではないで
しょうか！？
おとなは、作り方をあれこれ指示
するのではなく、子どもと同じよう
な気持ちで、一緒につくることを楽
しんでみてくださいね！！ただし、
のめり込み過ぎて、おとなの独り占
めにならないように！（笑）

新１年生のみなさんご入学おめでとうございます。
新２年生～新６年生のみなさん進級おめでとうござい
ます。
今年度地区ＰＴＡ役員を紹介します。
常 任
副常任
ＥＦ棟長
ＡＢ棟長
ＣＤ棟長

○

○○○

○○

○
○
○

○○○
○○○
○○○

○○
○○
○○

今年度より人数が減り、
ご迷惑をかけることがある
かもしれません。
ご協力お願いします。

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）

グリーンシティ桜並木
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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 ！

○
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●今後のためにも防災訓練には参加した
いと思っております。
Ｄ棟居住者

○○さん

●３月８日のバスツアーでは大変お世話
になりました。厚かましく孫２人を連
れての参加。楽しく子供達も喜んで帰
りました。バスの中で幼稚なクイズに
も相手してくださった方々ありがとう
ございました。
Ｄ棟居住者
●防災訓練、大勢の参加者でした。で
も、１２％位かな？どんな行事も子供
が多いのはグリーンの誇りでしょう。
高齢者も頑張りましょう。関係者ご苦
労様でした。
Ｅ棟居住者

●防災訓練参加しました。とっさの時、
知っていると役に立つことが学べるい
い機会でした。我が家の非常持出袋も
点検しておこうと思います。
Ａ棟居住者
●チェーンゲート寒い日は感度が悪いよ
うですが、ゲートの前で一旦停止する
習慣ができてよかったです。
Ｄ棟居住者
●「ごみ出しルールＰＡＲＴ２」燃えな
いゴミ編を是非お願いします。良い例
「ペットボトル」の掲載も、燃えるゴ
ミが燃えないゴミに混入しています。
（分別しましょう）
Ｄ棟居住者
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朝寝坊の癖が治った
④測り知れない苦労を背負う
②泣かず飛ばずの時期もある ⑤相手の気持を図る
③体調を整えて試合に望んだ ⑥手速く夕食の支度をする


応募用紙

４月の答え

解答の漢字を記入して下さい
①

②

③

④

⑤

⑥

①支 ②作 ③務
④調 ⑤留 ⑥採
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。

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：４月３０日
提 出 場 所：管 理 事 務 所
ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

