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初春のお慶びを申し上げます。
皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと存じます。厳しい寒さが続く年初ではありま
すが、本年最初の“グリーンだより”でもあり、新理事を含め役員一同緊張感を持っての発行となってお
ります。
さて、昨年は管理組合の事業として、来客駐車場機器設備の更新や各棟受水槽取替工事、ファイヤーレ
ーン瓦景観舗装の実施等、皆さんのご理解とご協力により事業を遂行できたことに感謝しております。
本年も通常総会で承認・可決された事業を抱え、あわただしい一年になると思いますが、本年で３０年
を迎えるマンションの資産価値を維持向上させていくために、理事会や各委員会で精査・検討を行ってい
きますので、変わらぬご支援をお願い申し上げます。

みなさんお気づきになっていると思いますが、西側チェーンゲートに
“門松”を設置しました。商業施設等では目にすることがありますが、
グリーンシティでも子供たちに“文化の継承”となればと設置に踏み切
りました。“もちつき”や“門松”といった、昔ながらの物を見て家族
で話が弾めばと思います。2 号井戸のイルミネーションも例外ではない
ですが、この機会に、たくさんご家庭で話をしてください。
可能であれば来年も行う予定です。

◆雨水排水管及び会所の清掃について
近年、想定外の大雨（ゲリラ豪雨や長雨）による浸水や道路陥没などの災害が多発しています。これらは、
降雨量が排水能力を上回るために起こる事象、いわゆる「内水氾濫」と呼ばれるものです。
当マンションは築３０年を経過し、当然雨水排水管や会所にも３０年分の汚泥・小石等が堆積しています。
したがって、上記のような想定外の大雨にみまわれた場合十分な排水能力を発揮できないことが予想されるた
め、今回の清掃はその対策の一つとして実施するものです。
清掃箇所は合計４４箇所予定しており、作業としては雨水会所内の土砂引き上げ及び管路の高圧洗浄です。
４ｔ強力吸引車と高圧洗浄車が移動しながらの作業となり騒音発生が予想されます。居住者の皆様にはご不便
をおかけしますがご理解、ご協力をお願いします。
作業期間は１月２９日（木）、３０日（金）を予定しています。

◆排水立管劣化診断調査について
当マンションの住戸タイプは大別すると４パターンに分類されます。この度の調査は、各４種類のタイプ別
に最上階付近及び中間階付近の住戸を対象として行う必要があります。
先日より各タイプ別該当住戸の居住者の方々へ調査協力をお願いしたところ、快くご了承いただきました。
紙面を借りてお礼を申し上げます。

◆雑排水管清掃実施状況について
毎年恒例の雑排水管清掃は、８０％以上の清掃ができていますが、下記は清掃未実施住戸数があります。
Ａ棟６戸、Ｂ棟８戸、Ｃ棟５戸、Ｄ棟５戸、Ｅ棟６戸、Ｆ棟５戸、Ｇ棟２戸
この中には複数年連続で実施できていない住戸もあり悪質です。もし、清掃未実施のため下階へ漏水した場
合賠償責任が発生しますので理解しておいてください。
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が必要となった人々や避難を誘導・先導すべき人達に正
常性バイアスが働いたため、被害が拡大してしまった災
人は何事かに直面した時、自分にできることより

害が多いと指摘する専門家も多くいます。

も、まずできないことを探し、できない言い訳を用意

皆さんも思い当たることがあるのでは？

します。災害に対して自分がステップアップできる瞬

火災報知器が鳴動しても「あっ、火事だ！」

間が訪れても、その場から逃れることを先に選択して

とはならないのでは？「何の音？またイタ

しまい、折角の大きなチャンスを逃してしまう。災害

ズラ？うるさいなー早く止めて！」と思う人が多いよう

への備えも同じことがいえます。自分にできることを

です。もしも本当の火災だったとしたらどうなのでしょ

先に考えることができれば、あなたとあなたの大切な

う。消火が数秒でも遅れれば、小さな火も大火へと変わ

人の命を失わずにすむ瞬間を見逃さなくなります。

り、人の命や財産を一瞬で焼失してしまいます。火災報

今年は、防災・防犯・地域活動・日常生活等を通し

知器が鳴れば「火元は？初期消火！避難！」と連想がで

て「これなら自分でもできる」。自分ができることを

きれば人は死なずにすむのです。しかし、多くの人は

探す年にしてみようと考えました。みんなが自分ので

「誰かがやってくれるだろう。私がしなくても」とやら

きることを探し出すことができれば、グリーンシティ

ない言い訳を探し、自分自身の心の非常ベル（緊急行

の地域力は飛躍的にアップし、あなた自身が住みやす

動）を止めてしまいます。これは、自分の命をどこの誰

く、暮らしやすい心地よい居場所となるはずです。

か知らない他人に「自分の命を丸投げしている行動」と

災害は、誰もが予測できないことが起こることで、

なります。折角、「あなたの命に危険が及んでいます

いつも我々の想定を越えるものです。誰もが「こんな

よ」と、丁寧なお知らせであるにもかかわらず、無視し

ことまでは予測したくない」と考えても、起こってし

てしまう残念な思考・行動なのです。

まうのが災害です。そこまでの予測をしたくないか

災害時を考えてみると、行政からの避難勧告・避難指

ら、防災減災という災害への備えもついつい手を抜き

示やメディアからの避難情報など、自分の身に迫る危険

「明日やろう、またやろう、そのうちにやろう」と備

情報を見聞きしても、まずは避難しない言い訳を考え、

えることを怠ってしまうのです。自分の身に降り掛か

避難しない自分を正当化し、それによって平常心を保と

ることを予測できれば怠ることは無くなるはずです。

うとします。実際のところ、人はなかなか避難行動には

予測できずに災害に関連してしまうことのひとつに

移せないものといわれています。避難することは日常と

「避難」というものがあります。この「避

違う行動をとることになります。自分の本能や感情に動

難」は、近年「その場から逃げる避難」と

かされず、冷静に理性の判断に従い行動します。災害後

「その場でできる避難と同等の行動」があ

には「備えとけば良かったな～、避難しておけば良かっ

るといわれています。避難しなければなら

たな～」と備えていなかった人や避難しなかった人の誰

ない事態が、自分に降り掛かりそうだとは誰もが思い

もが思います。これは「後の祭り」というもので、何も

たくはない。思いたくないから「来た！今だ！」とは

無い日常の中で「備えることや予測（想定）」

思えず避難行動をとれないのです。これは「人はなぜ

を考えるということは非常に高度な理性の判

逃げおくれるのか・広瀬弘忠著」に記載されている

断が必要となるからなのです。言い換えると

「正常性バイアス」といわれる、誰もが持っている心

「備える人・避難できる人」は高度な理性を持った人な

理が発動した時といわれています。

のです。「備えることのできる人」になるには、まず災

正常性バイアスとは、社会心理学、災害心理学など

害に襲われた時、「自分は逃げようとしないのでは？」

で使用されている心理学用語で、正常化の偏見、正常

と自分自身を理解しておくことが重要で「逃げない自

への偏向、日常性バイアスとも呼ばれています。正常

分」を押しのけて「逃げる・避難する・備える」などの

性バイアスの「バイアス」は、偏見・先入観といった

行動に移すことができる冷静な理性が必要となります。

意味です。つまり正常性バイアスとは、多少の異常事

「さあ、今こそ心の備えを始める時です！」大切な人

態が起こっても、それを正常の範囲内としてとらえ、

を守るために、やれることから、できることから始めて

心を平静に保とうとする働きのことです。この働き

みましょう。今、気付かなければあなただけではなく、

は、人間が日々の生活を送るなかで生じるさまざまな

将来の世代のどこかで大きな被害に遭ってしまいます。

変化や新しい出来事に、心が過剰に反応し、疲弊しな

「今がチャンス！」備えていなかった自分を、備えてい

いために必要な働きといわれています。しかし、この

る自分に変えましょう。すると今までのものの見え方・

働きの度が過ぎてしまうと、本当に危険な場合、警報

人生までもが変わります。災害ごときには負けない、そ

装置が鳴っている非常事態の際でも、それを異常と認

して「楽しく住みやすいグリーンシティ」をみんなで

識せず、避難などの対応が遅れてしまう。実際、避難

一緒に創り上げるため、今年もご協力お願いします。
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あけましておめでとうございます。
昨年末の「ふれあいもちつき大会」は、雨の降りし
きる中、お年寄りから赤ちゃんまでたくさんの人たち
に参加していただき無事終了することができました。
お手伝いをいただいた各団体の皆様どう
もありがとうございました。
おもちを
お配りした
お年寄りの方
にも大変喜ん
でいただきま
した。

３月１４日（土）にグリーン・ツーリズムバス助成
金を利用して、淡路島をメインとした「ふれあいバス
ツアー」を以下のとおり実施します。
今回は乳業体験をテーマに計画しました。

「ふれあいバスツアー」実施要領
開 催 日 ：平成２７年３月１４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（当日徴収）
申 込 先 ：管理事務所（☎ ４２５－６８５２）

タイムスケジュール
０９：００
１０：００
１１：４０
１４：１０
１５：００
１６：３０頃

グリーンシティ出発
あわじ花さじき
淡路島牧場（昼食・バター作り）
たこせんべいの里
淡路ハイウェイオアシス
グリーンシティ到着
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先月号より“本”好きの子どもに育てるには・・・
お母さん、お父さん（大人）たち皆さんは、わが子が
本好きで読書力のある子どもに育って欲しいと願って
いますよね！？けれども、現実は、必ずしも親（大
人）の願い通りにはならないことが多いのではないで
しょうか！？どこでどうすれちがってしまうのでしょ
う？?
子どもを本好きにすること⇒これは決して難しい問
題ではないようです。子どもは元来、自己中心で、自
分にとっておもしろい！ことなら、大人からとやかく
言われなくても進んでやりますし、楽しい！と感ずる
ことなら、大人が禁止しても、隠れてでもやりますよ
ね！？ですから、本を読むことがおもしろくてたまら
ない！楽しくて仕方がない！と思い込んでいる子ども
は、「本を読みなさい」と言われたり、特に読書指導
などをされたりしなくても、勝手にどんどん本を読み
ます。たとえ「いいかげんに本なんか読むのをやめ
ろ」と言ったところで、親に気づかれないように読書
を続けているわけです。
つまり幼児期から、“本というものは何ておもしろ
いんだろう”ということを、身にしみて体験しなけれ
ば、“本好き”の子どもにはなりません！！そのため
には、“本”で子どもを苦しめたり、早くから字を教
えて、絵本を無理やり読ませたりしないことです
ね！！
近年は、幼児期から家庭でアイウ
エオを教え、絵本を早くからひとり
で読めるようにする傾向があるよう
ですが、本嫌いにするのに、これほ
ど有効な方法はないようです（笑）
絵本でつらい目にあったり、苦しめ
られたりした子どもは、絵本好きにも、読書好きにも
育ちません！！！これだけは、はっきりと言いきれる
気がします。
それよりも・・・次号へ続く

＜廃品回収のお知らせ＞
日

時：２月

１日（日）

雨

天：２月１５日（日）

かならず当日の朝８時までにお出しください。
ご協力よろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。
本年もＰＴＡ活動にご理解ご協力をよろしくお願い
します。１月１７日（土）に廃品回収を行います。
ご協力下さい。

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 ！

今 月 は ３ １日 （ 土 ）、 １ 日 （ 日） に 卓 球
ができます。

◇餅つき大会雨で残念だったが、スタッ
フの工夫・決行はすごかったです。雨
もまた風情、思い出に。 Ｅ棟居住者
◇Ｇ棟の不動産屋前に路上駐車をしてい
る車があります。通行の妨げになるの
で控えてもらいたいです。Ａ棟居住者
◇「雨ふりし もちつく音に 人つど
い」雨の中、テントを張ってのもちつ
き、いか焼きとたいへんでした。おい
しくいっぱいいただきました。お世話
していただいた方々に感謝です。あり
がとうございました。
Ｂ棟居住者
◇今月号のクイズわかりやすかったです
Ｄ棟居住者
◇時間問わずに上の階からドタバタと足
音等が響いて来ます。気遣いのある行
動を心掛けて下さい。
Ｄ棟居住者
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新年あけましておめでとうござい
ます。今年も楽しい会話で、１年のス
タートを切りましょう！
日

時：1 月 24 日（土）
９時３０分～１２時

場

所：集会所ホール

○○○

○○さん

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名言を避ける
④言い訳に終止する
②選手の勇士に感動する ⑤宇宙誕生の謎を追求する
③失敗を自任する
⑥文学賞を授賞した作品

①群 ②起 ③証
④情 ⑤関 ⑥至
正解者２１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）


応募用紙

１月の答え

①

④

②

⑤

③

⑥

どしどしご応募ください！ 応募締め切り日：１月３１日
提 出 場 所：管 理 事 務 所
ﾌﾘｶﾞﾅ

棟

号

氏名

