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平成 2８年（201６年）４⽉号 グリーンメゾン鶴牧 3 住宅管理組合ニュース 

2016 年４⽉４⽇ 発⾏ 

         

４⽉号の内容 

1.お知らせ 2.理事会報告 3.担当理事よりお知らせ 4.理事のご挨

拶 5．特別委員会報告   
お 知 ら せ 

 

 
 

★ 通常総会開催のお知らせ 

第３３回通常総会を下記の通り開催致します。多数の⽅のご出席をお願いします。 

   ⽇ 時：５⽉８⽇（⽇）午前９時半〜１１時半 

場 所：管理事務所集会所 

通常総会の議案書及び出⽋通知書は４⽉２０⽇（⽔）発⾏予定です。総会の 

出⽋票は４⽉２８⽇（⽊）までに管理事務所窓⼝⼜はポストに投函して下さい。 

 

★広報「つるまき」・階段掲⽰板・連絡封筒 

これらは⼤切なお知らせが書かれていますので、必ず⾒て下さい。 

宜しくお願いします。 

 

★春休み中、有料来客⽤駐⾞場の駐⾞票が戻っていません。（受付記録も残っていま

せん） 来客のあった時は駐⾞規則を守るようにお伝え下さい。宜しくお願いします。 

399 
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★「騒⾳に対するお願い」 

騒⾳に対する苦情が寄せらせています。 

マンションは構造上、いろんな⾳がいろんな⽅向に伝わります。 

気づかぬうちに迷惑をかけていませんか？ 

 

様々な⾳への配慮 

・⼦供の遊ぶ⾳・⾛る⾳ 

・ステレオ・テレビ・ピアノなどの⾳響関連 

・ドア、窓の開閉、洗濯機、掃除機、家具等の移動⾳（特に床を板張りにしたお宅） 

・階段の⾳ 

・動物の鳴き声（動物の飼育は禁⽌）など 

 

共同⽣活でありますので、お互いにマナーを守り、住みやすい環境を保っていただけ

ますようご協⼒をお願いいたします。   

 

 
 

 

第１１回定例理事会報告 

 

⽇時：平成２８年３⽉１９⽇（⼟）１８：００〜２０：５０ 

【理事⻑】 

管理組合窓⼝での現⾦の⽀払いは３⽉２９⽇(⽕)までとする。 
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【建築担当理事】 

・3 号棟南側、軒樋漏⽔⼯事： 3 ⽉ 3 ⽇(⽊)に⼯事終了。 

・集会所サンルーム⻄側漏⽔⼯事： 3 ⽉ 10 ⽇にシーリング⼯事完了、降⾬時に確認。 

・緊急⽤給⽔キット収納箱製作： ほぼ完成。 

【施設・防災担当理事】 

・外灯点検、交換代⾒積り（アヴァンツルマキ） 

点検代 15,000 円／１ケ⽉ 

2.5m まで   2,200 円→2,700 円（値上がり） 

⾼さ 2.5ｍ以上 5,800 円→6,300 円（値上がり） 

・⾮常⽤給⽔設備保管ケース 材料費代 28,000 円（⾃主防災活動費） 

・「3.11 災害対策本部⽴上げ訓練」報告 

 次年度からは新旧理事合同で⾏うとし、新理事には総会後にマニュアル配布し、災害

対策本部⽴上げ訓練の説明（引継ぎ）の予定。 

【管財・集会所担当理事】 

●鍵引継ぎについて：引継書、鍵の確認の表を作成。 

●落し物の保管期間について 

落し物は階段掲⽰をして、広報つるまきに掲載する。発⾏した⽉の⽉末に処分する。 

【広報担当理事】 

議案書の製作について、印刷⽇は 4 ⽉ 19 ⽇(⽕) 10 時から印刷。 

表紙のデザインを３種類⽤意して多数決で花（⼭吹）に決定しました。 

４⽉号は４⽉４⽇（⽉）に発⾏予定。 
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【植栽担当理事】 

●今年度法⾯⼤規模整備について 

⽇時３⽉ 22 ⽇(⽕)〜４⽉１５⽇(⾦)8:30〜17:00(松村園芸)※⾬天時作業はなし 

 クレーン⾞が⼊る為、東側法⾯駐⾞場⼀部分の⾞は移動。対象者には移動位置を 

ポストに投函した。3 ⽉２２⽇(⽕) 9 台、 ２３⽇(⽔) ８台、 ２４⽇(⽊) ３台 

 各１⽇移動。(⾬天時は次の⽇にずれ込む) 

●北側団地⼊⼝の桜の⽊について 

３⽉１⽇北側団地⼊り⼝付近の桜の⽊が突然折れ歩道、⾞道に散乱。松村園芸によ

ると危険⽊ということで今年の法⾯⼤規模整備の時に⼀緒に伐採する。 

  ⽀払は 28 年度５⽉。 ヤマザクラとハンノキ  合計２本 ￥291,600- 

●防草対策テストについて 

住⺠への草取り負担の軽減、業者委託経費削減 

11 ⽉から防草対策テストには植えた後の様⼦確認、適する場所、配置など１年ほど

かかる。 

3 ⽉２７⽇(⽇)５号棟⻄側にヒメイワダレソウを植え付ける。 

●その他次年度への引継ぎの件など 

●北広場藤棚(パーゴラ)について、委員会でもう⼀度検討。 

●緑地管理の樹⽊薬剤散布のお知らせについて 

【駐⾞場担当理事】 

⻑期間放置⾃転⾞について 

５号棟北側に集められた⻑期間放置⾃転⾞は 3 ⽉ 14、１５、１６⽇に４８台が業者

に引き渡された。その他７台が⾃⼰処分。１台は盗難⾞で警察に引き渡されたため、 
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計５６台が処分された。 

【監 事】 

窓⼝での出納について 

管理組合窓⼝での現⾦払いは、理事会で承認したものだけとすることを徹底する。次期

理事が⽀出に関して、どの理事の担当なのかを把握できるように引継ぎをする。 

 

第 13 回理事会（定例）を 4 ⽉ 16（⼟）18：00〜20：00 に⾏う。 
 

 

担当理事よりお知らせ 

【建築担当理事】 

緊急⽤給⽔キット収納箱製作について 

⾮常時、団地内各棟の⽔道が断⽔した際に、給配⽔するための器具類を収納する

箱が完成しましたのでポンプ室に置きました。 

【施設・防災担当理事】 

3 ⽉ 11 ⽇、理事と防災問題検討委員が管理事務所に集まり、災害対策本部を⽴上

げる訓練を実施いたしました。平⽇の昼間に何⼈の理事、委員が集合できるのかと

いう実験も含め、午後 3 時から⾏ったところ 8 名が集まりました。実際に災害が起

こった場合の状況予測はできませんが、5 年前の⼤震災を振り返りながら「集まれ

る⼈がまず集まり、どうするか」話し合い、様々な意⾒が出され、改めて防災を意

識する機会となりました。 
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・理事は倉庫等の鍵を持って集まる 

・要⽀援者の把握、⾼齢化対応委員会との連携が必要 

・⾼齢者だけでなく（年齢に関係なく）障害者、⼀⼈暮らしの⽅への声掛け 

・安否確認に全⼾訪問は数名の理事だけでは厳しい。理事、委員を問わず協⼒で

きる⼈には集まってもらう喚起をした⽅が良い。 

・⽞関ドアの「無事です」マグネットの確認に全⼾を⾒て回るのはある程度落ち

着いてからになるのではないか。 

・無事な⼈はベランダにタオルなど布をぶら下げてもらう。外から⾒て布がぶら

下がっていない家が留守或いは無事でないと判断できる。 

 ・安否確認のチェックリストを作成し、マニュアルにつける。 

⼤災害時は管理事務所に張り出す。 

・広報つるまきに機会がある毎に注意喚起を掲載していく。 等々 

 

 

⼤地震に備えて・・・ 

● 家具の転倒防⽌対策をお願いします。 

● 飲料⽔（１⼈⼀⽇ 3ℓ× 3 ⽇分程度）、⾷糧、⾮常⽤トイレ、 

トイレットペーパー、  その他必要品の備蓄は各⼾でお願いします。  

突然の⼤地震の時は・・・ 

● ご近所さん、お隣さん同⼠で声を掛け合って下さい！ 

● 停電の時はブレーカーをおろして下さい。地震⽕災の多くは停電後の復旧時に発

⽣しています。 
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● ⾼層棟では絶対にエレベーターを使⽤しないで「⻄側階段」を使⽤して降りて下

さい。「東側階段」は救援者・救助者⽤として昇り専⽤となります。 

 

【植栽担当理事】 

  今年度の法⾯⼤規模整備が終了致しました。お忙しいなかお⾞移動のご協⼒を

いただき有り難う御座いました。今年度の法⾯⼤規模整備では９本の剪定、１８本

の伐採更に松枯れ病の１１本を伐採しました。既に⼤きく成⻑した松、シイの⽊は

巨⼤化しており、植栽費⽤は膨らむ⼀⽅です。樹⽊の⽣⻑は⽌める事が出来ません

ので、委託費⽤を抑えるためには樹⽊を間引いて作業本数を減らすしかありません。

５年ごとの法⾯整備はそのまま残し、毎年少しずつ⾏って⾏く事が⼤事です。⼜そ

の⼀⽅で間引いた事により樹間を設け管理しやすい中低⽊などを植えて⾏ければと

思っています。 

【広報担当理事】 

桜が綺麗です。⻄公園にある河合家の枝垂れ桜、樹齢２００年ですから⼤きくて⽴

派です。奈良原公園の桜並⽊、お天気の⽇には富⼠が⾒えて素晴らしいです。 
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      乞⽥川の桜、川沿いに花が咲いてみごとです。 

勿論我が団地の桜もみごとです。東法⾯に江⼾彼岸桜が植えてあります。この桜

は駐⾞場から⾒ると丁度眼の⾼さに花が⾒えます。 

⾞道の団地⼊り⼝の左側に⼤島桜が並んでいます。⽩⾊の桜ですが、住宅地へ上

がる階段の左側にある⼆本⽬の⼤島はピンク⾊で珍しいものです。未だ花が咲いて

いたらご覧下さい。 

理事のごあいさつ 

                        監事 井上謙⼆ 

 此の欄で理事の⽅々が建物の⽼朽化対策と団地内のコミュニケーション推進の 

必要性、その他にも⼤⼩の問題を多々抱えて居る事を理事になって感じました。 

 理事になって１年、此を機会に得意の分野で理事会活動、委員会活動、組合⾏事

に積極的に参加・協⼒する意識を持つ第⼀歩に出来たら好いと思って居ります。 

 

※記載誤りがありました。「つるまき」３⽉号のＰ４ 

誤：（３）１０号棟送⽔ボックス修繕⼯事 

正：（３）１号棟送⽔ボックス修繕⼯事 
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特別委員会報告 

 

【⾼齢化対応委員会】 

新しいサークル活動を募集しております。こんなサークルなら参加してみたいというア

イディアをお寄せください。⾼齢化対応委員会がお⼿伝いします。 

「⾃⽴整体」「うたを歌う会」の活動⽇が隔週になりました。階段掲⽰で確認してくださ

い。 

4 ⽉のクラシック鑑賞会 

演⽬：ヴェルディの名作オペラ「椿姫」 

  グラインドボーン⾳楽祭 80 周年記念公演です。 

⽇時：4 ⽉ 24 ⽇(⽇) 開場 午後 5 時半、 開演 6 時 

場所：:集会所 

 

【植栽管理委員会】 

１号棟北側出⼊り⼝横の囲いにクローバーの⼩さな芽が沢⼭出て来ています。防草対策

テストで昨年冬に蒔いた種です。⼤きくなり花が咲いたら⼦供達と遊んで下さい。 

 

【緑の会】活動予定 

 活動報告と予定 

   3 ⽉ 6 ⽇の 4 号棟東の「カクレミノ」1 本と 6 号棟北の株⽴ての 

「マテバシイ」2 本を伐採した。 
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19 ⽇は降⾬為活動中⽌となりました。   

以下は緑の会有志の活動です。 

３号棟南ベニカナメモチ薬剤散布,施肥、北法⾯枯れ⽊処理。 

6 号棟東⼟留整備,2 号棟北「ヒイラギモクセイ」剪定。 

４⽉の活動⽇は 3 ⽇(⽇)と 16 ⽇(⼟)です。 

９時 30 分、植栽倉庫前に集合し作業を開始いたします。お⼿伝い 

いただける⽅が居られましたらよろしくお願いいたします。 

作業は,予定樹⽊の伐採及び枝打ち.側溝清掃、落ち葉をタヒロンに 

    投⼊ 低⽊剪定（主に徒⻑枝の剪定）等の予定です。 

  

 
 花⽔⽊：今は未だ⼩さな丸いつぼみですが、これから咲きます。 

 

 


