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平成２５年（２０１３年）９月号           グリーンメゾン鶴牧 3住宅管理組合ニュース 

９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.特別委員会報告 

  5．落し物を預っています      6．災害時に手助けを必要とする方の登録について  
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お 知 ら せ 

★ 災害時に手助けを必要とする方の登録について 

「災害時に手助けを必要とする方の個別資料」につきまして、前回提出をお願い 

してから 2年強が経過しております。手助けを必要とする方の状況も変わり、管 

理組合が保管しているリストについても更新が必要と思っております。末尾に提 

出のお願いを記載しておりますので、宜しくお願いします。 

 

★ 駐車場の 8月末現在の空きは、軽用・普通車用合わせて 8台、駐車場期間使用 

5台です。新規購入、二台目購入にご利用下さい。また期間使用も利用してく 

ださい。申し込み用紙は管理事務所にあります。 

 

★ 来客者の車は来客用駐車場の利用をお願いします。 

用紙その他は管理事務所入り口の外のボックスに用意しています。管理事務所が

終了していても利用が可能です。 

 

★ 当団地のホームページへのアクセス方法を掲載しました。植栽関係の新コーナー

を準備中です。ご参照ください。 

 

★ 落し物を預かっています。 

8月 21日(土)事務所に落し物が届けられました。写真を掲載しましたので、お心

当たりの方は管理事務所まで。 
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 理事会報告  

第 5回理事会(定例) 

日時：平成25年8月24日(土)19時～22時30分  

場所：管理事務所集会場 

 

【理事長より】 

(1)活動報告 

①  長期修繕委員会開催(7月 13日) 

・道路の補修工事はまだ先になるので、部分的な補修は理事会で対応する。 

・ダストシュートの既設管路については市の所有物なので、調査、補修等は 

市にまかせる。 

・太陽光発電は現状では採算をとるのが難しく、様子をみる。 

②  クラシックコンサート(7月 20日) 

・団地内で初のクラシックコンサート（映像）が開催されて、25 名の住民が参加

した。次回以降は 8月 25日に実施、9月 23日に予定する。 

③  鶴牧東公園野外コンサート(7月 27日) 

・鶴牧東公園野外コンサートは第 1部のみで、第 2部は雨天中止となった。 

④  駐車場ローテーションを実施(7月 28日) 

・ほぼ問題はなかったが、不在の方々の車の移動が出来ず問題となった。 

 今後は不在者の対応が必要である。 

⑤  財務・経理委員会開催(7月 31日) 

・新マンション保険は 35 年満期の方もいるので、5 年後に検討して、足並み を

揃える。 

・今後予定される棟別会計、予備費の問題を協議。 

⑥  IT委員会開催(8月 3日) 

⑦  規約改正委員会開催(8月 3日) 

・各条文の問題点の討議中 

⑧  エレベーター新建築基準法対応改修工事について 

・金額が大きいので実施に当たり、施設理事、三役含め理事会メンバーで三菱ビ

ルテクノサービスから工事内容等について説明を受ける(8月 4日)。 

⑨  高齢化対応委員会 

・委員会とタイアップして取り組んだ「よりあい」は延 147名の住民が参加して、

評判はよかった。また下期に予定をしてより多くの住民に参加を求めたい。予算

を付けて飲み物等を提供したらどうかとの提案有り。 
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(2)今後の活動方針について 

総会後 3ヶ月が経過し、各担当理事も慣れてきたとは思うが、これからが本番、気を 

引き締めて業務運営にあたること。今後は理事同士で協力して事前協議等で意見、報 

告等をまとめていきたい。理事会 1週間前に議案を提出して、検討を進めていく形に 

したい。 

＜各理事の今後の活動＞ 

①  総務…     3役会議出席。各理事の援助。規約改正委員会開催。  

②  広報…    「つるまき」の発行。ＩＴ委員会開催。 

③  施設・防災… 防災委員会の開催。防災訓練、災害時対応マニュアル。 

④  建築…    給排水管の劣化調査の実施。各部の補修対応。 

⑤  管財・集会所・コミュニティ… 下期「よりあい」の企画、参加。 

⑥  駐車場…   路上駐車対策。 

⑦  監事…    経理と協力して財務経理委員会に参加。 

⑧  経理…    会計マニュアルに基づく月毎の経理チェック。 

⑨  植栽…    緑地の保全、植栽計画の点検。 

 

＜各委員会今後の方針等＞ 

①  規約改正…  今年度中の成立に向けて努力する。 

②  防災…    防災に関する原案の作成。 

③  長期修繕…  歩道舗装、駐車場拡幅等の将来計画 

④  財務・経理… 委員会の定例化で予算の執行点検 

⑤  高齢化対応… 下期「よりあい」計画、緊急時の助け必要な方への訪問 

⑥  ＩＴ…    組合の各種書類、図面等の電子ファイル化 

 

＜その他＞ 

①  緊急時の要援護者の方への戸別訪問を検討する。 

②  次期理事会までの活動計画を理事長に 9月 15日を目途に提出する。 

 

【建築関係】 

①  給排水管の劣化調査について 

・1号棟、2号棟、3～7号棟、8,9号棟、10号棟と 5ブロックに分けて 1階の住戸 

を決めてその縦系列で調査を行う。その縦系列は調査時に 2～3時間は水を使用で 

きない。 

・各号棟 1階の住戸については現理事で 1階の方は調査住戸に決定し協力する。 

それ以外の号棟は 1階の住戸の方に担当理事がお願いする。 

・調査の実施時期は 10月頃予定する。 

② よりあいで「団地の北の進入口の道路に陥没があり、バイクや車で走行するとき

にバウンドして危険なのでなおしてほしい」と要望があったので、補修用アスフ

ァルトで補修した。 

 

【植栽関係】 

①  「３号棟の生垣の枯れている部分の伐採と植樹」は業者に頼まず緑の会の協力で
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住民で出来ないか検討し進めていくことにした。 

②  藤棚の修理は、業者に頼まず緑の会の協力で住民でできないか検討を進めたが、

安全性の重視や迅速な対処を要望する声があるので、業者に対応してもらうこと

にした。 

③  タウンハウス鶴牧の東側のバス停に降りてゆくところに松くい虫にやられた松の

木があると指摘があった。松くい虫は伝染するとのことで、グリーンメゾン鶴牧

にも被害が及ぶ可能性もあり、市に問い合わせをして伐採してもらった。 

 

【施設防災関係】 

①  防災訓練を 11月 3日(日) 10:00～11:00に行う予定。 

②  防火管理者の資格取得により、管理者を理事長から大橋理事へ変更する。 

③  消火器の交換を実施する。管理棟と各棟の費用分担を区別する。 

④  2号棟の自動ドア交換を実施する。 

⑤  使っていないはずの高層棟の連結送水管の水道メーターが上がる。 

・漏水の可能性があるので、至急調査する。 

⑥  最近誤作動する高層棟の火災報知器について 

・経年劣化しているので総合的に交換を考えて、見積もりを取る。 

⑦  防災委員会の開催 

 

【経理関係】 

① 予算未計上であった EV 防犯カメラリース料の処理は、特別会計の棟別修繕積立

金 1・2号棟よりの対応とした。その内容で 4月にさかのぼり事務処理を行い、ト

ータル会計上も処理されている。 

 

 担当理事よりお知らせ  

【植栽担当理事より】 

本年度第 3回目の一斉草取りは 9月 29日(日)9：30～11：00の予定です。住民の皆様の

ご協力を宜しくお願い致します。なお、雨天の場合は 10月 6日(日)に順延いたします。 

本年度は、平成 21 年 5 月の通常総会で承認された「植栽管理計画」に基づき、居住区

内高木剪定が行われます。常緑樹の作業は 9月 2日(月)～9月 6日(金)の間で数日間行われ

ます。また、落葉樹の作業は 11・12・1月の内に数日実施予定となっています。施工業者

は松村園芸です。 

常緑樹の居住区内高木剪定が行われる 9月 2日(月)～9月 6日(金)の間で、合わせて「8

号棟北側階段の危険木」と「法面の松くい虫にやられた松の木」の伐採も行います。 

※ 緑の会・花の会では随時会員を募集しています。『時間のあるときだけ参加する』『体

調がよいときだけ参加する』などご自分のスタイルに合わせての参加で構いません。興味

のある方は一度のぞいてみてください。疑問・質問のある方は管理事務所へお問い合わせ

ください。折り返しご連絡します。階段掲示板の会員募集のポスターもご覧下さい。 
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【広報担当理事より】 

当団地のホームページへのアクセス方法は以下のとおりです。植栽関係の新コーナーを

準備中です。ご参照してみてください。 

 

＜当団地のホームページへのアクセス方法＞ 

 

１．キーワードで検索してアクセスする方法 

 

①Googleの検索画面から検索する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当団地のホームページのトップページ 

 

グリーンメゾン鶴牧 

または 

グリーンメゾン鶴牧 3 

または 

http://gm3tsurumaki.jimdo.com/ 

 

と入力しEnterキーを押します。 

広報つるまき - グリーメゾン鶴牧 3管理組合 

をクリックします。 
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②Yahooの検索画面から検索する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．URLを直接入力してアクセスする方法 

 

 Google の画面からアクセスする場合は以下の通りになります(Yahoo の画面から

アクセスする場合も同様です)。 

Googleの検索画面を開いて、赤枠に、URLを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーンメゾン鶴牧 

または 

グリーンメゾン鶴牧 3 

または 

http://gm3tsurumaki.jimdo.com/ 

 

と入力しEnterキーを押します。 

広報つるまき - グリーメゾン鶴牧 3管理組合 

をクリックします。 

当団地のホームページのトップページ 

が表示されます。 

http://gm3tsurumaki.jimdo.com/ 

と入力しEnterキーを押します。 

当団地のホームページのトップページ 

が表示されます。 
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 特別委員会報告  

【植栽管理委員会】 

① 緑の会で伐採した木材を使用して、樹木のネームプレートを作成しています。出来上が

ったものから掲げていきたいと思います。「この木なんの木？気になる木」と思ったら

木の幹のプレートをご覧下さい。 

③ インターネットのグリーンメゾン鶴牧３のホームページに植栽のコーナーを設けて、団

地の植物の紹介、植栽活動の報告などをしていきたいと思います。興味のある方はぜひ

クリックしてアクセスしてください。 

 

【緑の会】  

① 8 月の活動は、3 日に会員の親睦と慰労をかねて、会費制で暑気払いを実施しました。

たくさんの参加者があり、盛況でした。ありがとうございました。 

② 9月の活動は 9月 21日（第 3土曜日）の 1回を予定しています。立ち枯れ樹木と危険

樹木の伐採をします。 

③ 10月は、10月 6日（第 1日曜日）10月 19日（第 3土曜日）の 2回を予定しています。

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お

られましたら、よろしくお願いいたします。 

 

【高齢化対応委員会】 

①8月 2日午後 7時に防災連絡網のテストを行いました。新しく参加された方がおり現在

の参加戸数は75です。お留守のお宅もありましたが大変スムーズに連絡は流れました。 

②「第 2回クラシック鑑賞会」を開きました。今回はレハールのオペレッタ「メリーウイ

ドー」でした。 

③「第 3回クラシック鑑賞会」は 9月 23日(月)祝日に行います。生誕 200年のヴェルデ

ィの歌劇「アイーダ」の予定です。開場は午後 6時、開演は午後 6時半です。気軽にお

越しください。途中入場、退席、飲み物持参も自由です。 

 

【財務経理委員会】 

7月 31日(水)に今年度第 1回の委員会を開催しました。 

①EV防犯カメラリース料の処理についての意見交換がなされました。 

②今年度の委員会の活動内容を決めました。 

 理事会、経理担当理事及び監事のサポートと会計マニュアル作成の 2点を中心に活動す

ることにしました。 

 

【IT委員会】 

8月 3日(土)に今年度第２回の委員会を開催しました。当団地の良さを対外的にアピー

ルするため、植栽関係者に委員会に参加してもらい、植栽関係を先行してホームページに

新コーナーを設けることにしました。合わせて、「つるまき」を使って当団地のホームペー

ジへのアクセス方法、新コーナーを設置する旨を周知することにしました。 
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 落し物を預っています  

 

8月 21日(土)事務所に落し物が届けられました。以下に写真を掲載しました。お心当

たりの方は管理事務所まで。 
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 災害時に手助けを必要とする方の登録について  

 

 

平成 25年 9月 9日 

組合員各位 

グリーンメゾン鶴牧－3住宅管理組合 

理事長 北川 教雄 

「災害時に手助けを必要とする方の個別資料」提出のお願い 

拝啓 

初秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は管理組合活動へ格別の

お引き立てを賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成２３年４月に「災害時に手助けを必要とする方の個別資料」を提出していた

だきましたが、２年以上を経過すると手助けを必要とされる方の状況も変わり、管理組合

が保管していますリストについても、更新が必要と思われます。 

いつ来るか判らないが、必ずあると言われている大地震にそなえ、管理組合の災害時の

活動として、災害時要援護者の把握をし、住民相互の応援体制で、被害の軽減を図ること

が大事であると考えます。 

以上のような主旨から、災害時に手助けが必要と思われる方は、是非登録していただき

たく、ご連絡申しあげます。以前申し込まれていた方も再度ご提出いただきますよう、よ

ろしくお願い申しあげます。 

なお、提出していただいた個人情報については、災害時における要援護者の救援対

策の一環として収集するものであり、この情報が個人のプライバシーに深く関わるも

のであるため、理事長が保管し、災害時等の緊急対策以外には使用いたしません。ま

た情報管理に万全の注意を払うものといたします。 

敬具 

 

※ 個人資料は一人につき一枚記入して下さい。複数枚必要な方は、管理事務所に取り

に来ていただくか、コピーしてご使用下さい。 

※ 10ページの「災害時に手助けを必要とする方の個別資料」と「受領書」を一緒に切
．

り取らずに
．．．．．

9月 26日（木）までに管理事務所ポストへ投函して下さい。 

※ 後日受領書を送付させていただきます。 
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災害時に手助けを必要とする方の個別資料 

号棟 部屋番号 名前 性別 年齢 

緊急連絡先① 
名前 続柄 電話番号 

緊急連絡先② 
名前 続柄 電話番号 

□ 高齢世帯 

□ 一人暮らし 

□ 病気・持病（病名       ） 

□ 乳幼児がいる 

□ 体が不自由（       ） 

□ 移動手段がいる（     ） 

□ その他（         ） 

その他留意事項（支援して欲しい内容、病院等の連絡先、必要な機器・用具等） 

□にレ点を入れて下さい。その他留意事項はご自由にご記入下さい。 

 

 

「災害時に手助けを必要とする方の個別資料」受領書 

 

「災害時に擁護が必要な方の個別資料」一通を確かに受領いたしました。この情報は、

災害時等の緊急対策以外には一切使用いたしません。 

 

平成 25年 9月  日 

 

号棟－部屋番号   氏名 

 

  －                    様  

 

グリーンメゾン鶴牧－3住宅管理組合   

理事長 北川 教雄  ○印  

 

 

 

 

 


