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Pリーンメゾン鶴牧3住宅管弓

今 日 の お 知 ら せ

★ 7月 13日 (月)～ 18日 (J外注による草刈りが行われます。

★ 7月 19日 (日 )「クラシック鑑賞会」の日です。

★ 8月 9日 (日)10時より「植物にしたしむ会」があります。

★  「あ ゝi獅in析マンショ和 について各理事よりお知らせ。

★  「商齢樹出報鵬彗」

…

。

★ 平成27年度特別委員会の名簿が出来ました。

★ コピー機が新しくなりました。

★ 窓口業務時間の延長と臨時総会のお知らせ

7月 12日 (日)l― EE…デーシヨンの日です。

くわしくは鶴牧6月号をご覧下さい。

ではありませんか :

回輸車、
=蹴

陣の申し込み受付は

7月 5日
=しでしたが、お忘れの

方は早急にお申し込み下さい.



〔植栽担当理事 〕

(お知らせ)

7月外注草刈り

防犯対策のため、作業にあたる業者 (松村園芸)は業者名の入つ

たヘルメット着用。

7月 13日 (月)(雨天は 14日 )駐車場の車両移動のある方は、

つるまき 6月号の範囲図、または、各掲示板のご確認をお願い致し

ます。

は 80c mほど前に出して下さい。 (午前 8時半から午後 5時

※ 車両の移動が無い場合は、草が残りますのでご了承ください。

※後半 18日まで、居住区・法面の金域を予定しています。

〔植栽管理委員会 〕

(お知らせ)

「植物に親しむ会」

日時 ,2015年 8月 9日 (日 )午前 10時から (雨天の場合は

8月下旬の予定)

集合場所 ;管理事務所前
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夏に咲く野草、濃い緑、法面の虫たち、秋に収穫できる実の生長

など。

子供たちの夏休みの自由研究のヒントになるお話など盛り込んで

みたいと思います。

多数のご参加をお待ちしています。

※ 当日は長袖、長ズボン、スニーカー、虫よけ対策などお願い致し

ます。

※万―の場合の傷害保険の適用も確認しています。

〔花 の 会〕

6月 7日 (日)管理事務所前花壇の花の植え替えをしました。

花の会代表は8号棟の出下さん、副代表は2号棟の小作さんに決

まりました。宣しくお願いします。

しくなりました

管理事務所の印刷機のリース期限が6月で切れましたので今期の理事会で機種を検討の結

果、新しい印刷機が6月 30日に入荷しました。メーカーは今までと同じ理想科学です。

新機種にはホチキス止めの機能が付いています。
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・防災

● 外灯の点検

業者に依頼している外灯の点検 (毎月 1回)について、経費削減のため

7月から試験的に理事会で行うことにした。各理事が自分の棟と近隣の自

転車置き場、外灯の点検を毎月第 3土曜日に実施する。

● 外灯の交換

業者による交換作業は週 1回 (金曜日)のみで、何日も暗いままでは危

ない階段等は理事会で対応できるように、蛍光灯、グローランプを各 10

個、管理事務所に保管することにした。

業者への交換依頼 :毎週水曜日 午後 1時に FAX送信

(午前中で締切り、管理事務所で手配して頂いている)

業者による交換日 :毎週金曜日

(大雪や台風など突発的な事象で遅れる場合もある)
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● 1号棟共用灯タイマーを改修した。

● 前年度理事会で検討した新マンション保険 (水漏れ対応もできる内容 )

の加入を決定した。(7月から)

● 高層棟エレベーター

5/25(月 )14:28の地震で 1号棟は6階、2号棟は 1階で停止。

5/30(土)20:24の地震で 1、 2号棟とも 1階で停止。

各日閉じ込められている人がいないか確認し、保守点検会社 (三菱電機

ビルテクノサービス帥)に連絡をした。なかなか電話が繋がらず混乱が

窺われたが、両日とも 22時過ぎには復旧した。

口業務時間の延長と臨時総会の予定のお知ら

6月の理事会で窓口業務の時間延長をする方向となりました。

(火・水・木を午後 5時まで延長)

付きましては近いうちにJSからの説明会を開催致します。又同時に

臨時総会を開催する予定です。
5



「ごみ」について

下記ごみが 6月 22日 (月 )午前 10時から午後 3時まで、

棟入口に放置されていました。

指定の袋で指定日にごみ捨て場に捨てましょう !

よろしくお願いいたします。

9号

長時間ごみ集積場に置

くと、八王やゴキブリ・

異臭が発生して、ごみ集

積場近くの居住者に迷

惑 が か か り ま す 。
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ごみ 0資源の出し方

区分 (指定日) 出す日時

プラスチック (月曜日) 収集日の前日夜から当日午前 8時ま

で

*出来るだけ当日の朝出しご協力く

ださい

可燃ごみ (火曜日・金曜日)

不燃ごみ (第 204の水曜日)

雑誌・雑紙 (木曜日)

収集日の当日

(午前 8時まで)

新聞・古布 (第 103の水曜日)

小型家電・金属類 (第 103の

水曜日)

ダンボール (第 204の水曜日)

粗大ごみ (月曜日)

(申 し込み制)

収集日の前日夜から当日午前 8時ま

で

*出来るだけ当日の朝出しご協力く

ださい

上記の指定日、出す日時を守つて下さい。
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高齢化対応委員会

① 6月 はじめに行つた「高齢者世帯調査」の結果

◎調査対象全世帯 およそ 246戸

◎回答数・・・ loO通  (高齢者世帯以外は回答の必要がない

ことを明記した)

◎1人暮らしの数 000・ ・ 21人

女性の 1人暮らし・・・ 16人(75歳以上 10人 )

男性の 1人暮らし・・・ 5人

◎夫婦とも 75歳以上の世帯……lo人

*詳しくは「環の会通信」に載せます。

②6月 21日の高齢化対応委員会

◎「高齢者世帯調査」の結果を基に今後 どんな活動を行うか話

し合つた。

O結果を「環の会通信」と「つるまき」で全世帯にフィー ドバッ

クする。

◎実態と意向を把握 し今後の対応を検討するため一人暮らし

の皆さんと 75歳以上の夫婦 2人暮らし世帯のペーノ〔―によ

り再度質問を行う。

O質問の内容を検討し試案を作つた。
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◎「環の会J活動を活rl■ィヒする方法を話し合つた。

◎「よりあしヽ選 :ま 9月から翼質次行うこと往確認した。

7月の「クラシック鑑菫会」

鐵時 :7月 19日 (日 )午 後 5時半開場 8時開演

演目 :ドニゼッティのォペラ「ランメルモージレのジレチア」

新しい大型のスクリーンは違力いっぱぃです

事のごあいさ

理事になつて好かったと思う事は、理事や委員の皆さん、管理事

務所窓回の池田さん、シメガ t―の皆さんが一生懸命 lc~働いて下さっ

てもヽるので、安心して暮らせるグリーメゾン鶴牧だとしヽう事がゎか

つた事だと思しヽます。広報を発行する仕事ですが、初めての事なの

で大変です。それでも何とか家族に助けてもらつてやっています。

来年の総会までめげなしヽで、がんばりますので宣しく総願し、します。

広報 曲崎道子
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27鋼司婁詳寺男J

長期修繕委員会 委員長 (副理事長) 麟 篤 10-401

委員 遠 山 幸三 1-301

委員 /Jヽ松崎  利夫 1-302

委員 大山 隆 1-402

委員 奥村 行雄 1-703

委員 竹内 忍 2-203

委員 松山 員 2-302

委員 原田 忠弘 2-404

委員 井野 元雄 7-105

委員 神岡 正夫 7-302

委員 松岡 孝修 7-304

委員 植野 昭利 9-103

委員 平野 匡彦 9-203

委員 清水 都夫 10-403

委員 (建築理事) 大場 誠 2-402

委員 (施設・防災理事) 石田 貴子 2-504

委員 (駐車場理事) 古田 光秋 5-301

オブザーバー (理事長) 和田 武夫 6-402

オブザーバー (監事) 井上 謙二 4-201

高齢化対応委員会 委員長 吉岡 賢 5-501

委員 高橋 すみ子 1-1002

委員 河南 政晴 1-1103

委員 林 東洋生 2-704

委員 河合 洋一 2-903

委員 井上 謙二 4-201

委員 井野 元雄 7-105

委員 神岡 正夫 7-302

委員 長谷部 秀孝 10-303

委員 (管財・集会所・

コミュニティー理事)

大澤 静香 9-202

委員 (施設・防災理事) 石田 貴子 2-504

オブザーバー (広報理事) 山崎 道子 1-602

オブザーバー (理事長) 和田 武夫 6-402

植栽管理委員会 委員長 (植栽理事) 山本 朗 1-504

委員 赤問 幸四郎 2-703

委員 林 東洋生 2-704

委員 布施 栄子 3-102
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委員 村島 芙美江 7-101

委員 神岡 正夫 7-302

委員 岡田 茂 7-404

委員 石川 喜郎 8-403

委員 山下 健治 8-502

オブザーバー (理事長) 和田 武夫 6-402

オブザーバー (監事) 井上 謙二 4-201

IT委員会 委員長 (広報理事) 山崎 道子 1-602

委員 河合 洋一 2切3

委員 井野 元雄 7-105

オブザーバー (理事長) 和田 武夫 6-402

オブザーバー (監事) 井上 謙二 4-201

財務・経理委員会 委員長 (副理事長) 佐藤 篤 10-401

委員 須藤 昭治 ∫-4θ乙

オブザーバー (理事長) 和田 武夫 6-■ 12

オブザーバー (総務理事) 仲山 有美 3-20Z
オブザーバー (監事) 井上 謙二 4-201

規約改正委員会 委員長 (総務理事) 仲L山 有l 3●202

委員 =枝 秀雄 2-401

委員 原田 忠弘 2-404

委員 井野 元雄 7-105

委員 松岡 孝修 7-304

委員 垂井 稽武 7-402

委員 植野 昭利 9-103

委員 落合 栄一 10-204

オブザーバー (広報理事) 山崎 道子 1-602

オブザーバー (理事長) 和田 武夫 6-402

オブザーバー (監事) 井上 謙二 4…201

防災問題検討委員会 委員長 (施設・防災理事) 石田 貴子 2-504

委員 奥村 幸雄 1-703

委員 垂井 稽武 7-402

委員 二部 一枝 8-201

委員 (管財・集会所・

コミュニティー理事)

大澤 静香 9-202

オブザーバー (理事長) 和田 武夫 6-402

オブザーバー (監事) 井上 謙二 4-201
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