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編集

後記

暖冬とは言えやはり冬は冬。そこまで来ている春が待ち遠しいですね。まるで春を待ちわびるのと
同じようにリベコミの発行を皆さんが待っていてくれる、そんな情報誌を目指したいなと部員一同、
有る知恵も無い知恵も絞って、頑張って編集に取り組んではいるんですが ( 笑 )
今号でアンケートとサポーター募集をしています。多くの皆さまから春のような新鮮で暖かい風が
届くことをお待ちしています。
リベコミ、HP へのご意見ご要望は管理センターまたは ribera906pr@gmail.comまで （Ｆ）

リベラちゃんリベラちゃん
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豊浜にお住いの写真家・甲斐順一さん
が撮影された雲が主役の写真、撮影地
は福岡の各所なのですが、何枚かリベー
ラが写っているのがあります。
今回はコレ！

https://ribera906.net

ホームページ
更新中！

ホームページ
更新中！

リベーラガーデン

雲の情景

流れ行く雲

1963 年 福岡市生まれ
1987 年 九州産業大学デザイン科卒
1993 年 「雲の情景」を撮り始める
1999 年 写真集「ImPressions－雲の情景―」出版
2006 年 WEB サイト「雲の情景 Cloudscape-Fukuoka 」Blog 開設
2012 年 WEB サイト「雲の情景 Cloudscape-Fukuoka 」HP 開設
2019 年 　インスタグラム開設　instagram.com/kumonojokei/

1996 年 Canon サークル 10 月号
1997 年 日本カメラ 12 月号
2000 年 日本カメラ 10 月号
2004 年  朝日新聞「ふくおかストリート」
2008 年 ＦＢＳ福岡放送 「めんたいワイド 」
2009 年 ＫＢＣ九州朝日放送 「ドォーモ 」
2014 年 ＦＢＳ福岡放送 「NEWS 5 ちゃん 」

甲斐順一さんの

横 顔

雲と
　リベーラガーデン

【プロフィール】

「雲」という身近な被写体を主役として、街のさまざまな景色をおりまぜた
写真“ 情景写真 ”を撮っています。
撮影はすべて地元の福岡市内、素材としての「雲」の表情だけを追い求める
だけではなく、「情景」として、ドラマ性を感じられるものを目指しています。

すべて銀塩 35 ミリ判一眼レフカメラ、ポジフィルムを使用しています。

【撮影コンセプト】

【 撮 影 機 材 】

【メディアでの紹介】

令（よ）き時代を迎えた今、皆さんにとって日常が令（よ）き日でありますように
題字：松尾 泰子
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アンケートに回答
いただいた方には

お礼を用意してい
ます。

（回答者多数の場
合抽選）

まずはページを
めくってP14の

アンケート（質問）
をご覧ください！

広報誌（リベコミ
）

ホームページに関
する

アンケート掲載
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時が経つのは早いもので、令和も２年目を迎えました。
理事会では、毎年今の時期になると総会に向けた議案の作成等でソワソワし

ます。昨年の７月より発足した２４期管理組合も折り返し地点を過ぎ、そろそろ
ラストスパートといったところでしょうか？また今年の６月には総会、総会後２５期
の管理組合が発足します。そうやって毎年繰り返されるわけですが、少しずつ
進化し続ける管理組合でありたいと思います。

進化と言えば、ここ最近のリベーラのホームページは閲覧されたでしょうか？
圧倒的に進化しています。タイムリーな情報を更新されています。現在、この原
稿は2019年12月末に書いていますが、12月で21件がインフォメーションに
アップされています。ほぼ毎日？といった具合です。もっとホームページを見てく
ださい。もっとリベーラの事が理解できると思います。

この原稿を書きながら思ったのですが、２０２０年のキーワードは「進化」でい
きたい（自分だけですが）と思います。

一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩さがらないように、しっかりと前へ前へ。

少し遅くなりましたが、
謹賀新年リベラちゃんです。
今年も管理組合情報誌「リベコミ」を
よろしくお願いいたします。
理事会や棟部会、専門部会も
年度末を控え、大忙しです。
その後に「総会」が待っています。
ゴールまで一同頑張ります！

■管理規約
第24期の規約専門部会では、福岡市住宅計画課が実施してい

る「マンション管理規約適正性診断」を受け、その結果を踏まえ、
活動を行うこととしました。この診断の受診を9月12日に受け、結
果を10月18日に文書で受理しました。その結果、「総括意見」で
は「規約の改正を適宜行っているようで、総体的によい規約になっ
ているが、Ｈ30年の標準管理規約の改正に対応できていないもの
も残されている。」との評価でした。しかし、具体的内容では「総括
意見」に加え、「区分所有法の強行規定又は他の法令等に反して
いることが明らかな定め」（約14項目）、「標準管理規約の条項に
照らして管理組合運営の円滑化の観点から定めておくことが望ま
しい事項」（約61項目）、等のほか多くの指摘（全体管理規約を含
む。）を受けました。

規約専門部会では、指摘された事項を元に、今後の進め方を検
討した結果、区分所有法の強行規定又は法令等に関わる修正検討
や規約全体の整合性の確認も必要なことから、「最初の段階から専
門家（マンション管理士等）に依頼して、検討を進めるべきである。」
との結論となりました。

このことを踏まえ、第24期規約専門部会では、①「第24期では
福岡市の指摘を踏まえ、指摘内容の整理や手順、検討体制、スケ
ジュール等」を検討するとともに、②「第25期予算に専門家への依
頼経費等の予算を計上」し、具体的には、③「第25期以降に、２～
３年間の専従的な委員で構成する規約専門部会で検討」していく
プランを提案することといたしました。

（第24期 部会長　Ｊ棟　田中 卓）

■管理委託
リベーラガーデンのマンション管理は現在、大和ライフネクスト

(株)(以下、管理会社)に管理委託していますが、その状況につい
て確認、検討し、今後より良い管理委託となるように提言・答申等
を行っています。　今年は、
①ＤＬＮに管理委託している項目に対する実態の精査
②総会やアンケートに対する管理会社等からの回答に対する実施

状況の確認
③各種工事等が行われる際の施行状況の確認等の明確化（運営

ルールの専門部会へ提案を投げかけ済み）
等について検討しています。

今後は、最低賃金の引き上げや消費税の増税等に伴った管理委
託費の見直しも必要になってくるかもしれませんが、必要なものと
そうでないものとの選別を行い、みなさまからお預かりした管理委

託費が効率的、効果的なものとなるよう検討を重ねてまいります。
みなさまからのお知恵もお借りしながら取り組んで参りますので、

お力添えをよろしくお願いいたします。
（第24期 部会長　Ｄ棟　森畑 穣治）

■防災
理事会の専門部会として活動してきた当部会は、今後継続して

活動するために理事会の下部組織として、居住者全員を対象とし
た「防災組織」として活動するようになりました。

リベーラでは福岡西方沖地震（2005年）の直後に「自主防災委
員会」を一旦発足していましたが継続できず、防災訓練のみが実施
されてきました。地震発生に関して九州ではあまり身近に感じられ
ず、地震対策に関心が低く、マンションは特にその傾向が強く、近
年の熊本地震発生から危機感を持ち始めました。福岡市も昨年やっ
とマンション対象の防災マニュアルを作成しました。

このような背景のなか、リベーラ管理組合としても防災に関して
積極的に取り組むため、前期に「リベーラガーデン防災マニュアル」
を作成し「防災組織」を設置しました。
＜今期の主な活動＞
①　防災組織運営細則（案）の検討
②　助け合いシートの作成
③　防災マニュアルの補足修正及び備蓄品の選定・購入
④　防災訓練の内容検討

災害への備えは、まずは自分の身は自分で守る「自助」と互いに
助け合う「互助」が防災の基本ですが、組織として被害予防・軽減
を図るため継続的に活動していきます。ご協力お願いします。

（第24期 部会長　Ｄ棟　小林 敬生）

■植栽
今期植栽部会は通常部会業務とは別にインフラ部会でまとめた

「敷地内不具合３０項目」のうち、植栽絡みの項目については本部
会内にて協議していく方向で決定しました。
①散水配管調査→敷地内の散水栓の現状把握と補修提案の取り

まとめ
②Ⅰ棟緑地歩道化→Ｉ棟南西側緑地帯にある敷石を含む一帯の整備
③Ｄ棟南面花壇土留め→土流れによるレンガ汚れの改善とその後

の対応策を検討する。
④植栽スポットライト等→現在、外灯照明の主流である植栽ライト

アップを照明不足箇所に設置検討する。
（第24期 部会長　Ａ棟　田川 治）

■理事会運営ルール策定
いきなりですが、皆さんはリベーラガーデンの年間支出額ってど

れくらいかご存知でしょうか？？
こたえは↓のとおりで、19期～ 23期の平均だと年間約2億円

になります。このうち、修繕や備品の購入に約６千万円を割いてい
ます、ちょっとした中堅企業並みの規模ですね。

このように、管理組合では多額かつ多様な工事や購入の発注行為
が発生しているのですが、実はそれらがどのような手続きを経て承
認されるのかについては明確なルールが存在していませんでした。

それゆえに、、、
・住宅役員だった方は、「(いきなり承認を求められても判断でき

ない、、、けどみんな賛成しているし私も手を挙げておこう、、、)」
みたいな経験があるのではないでしょうか？

・また一方で、住宅役員ではないけれども管理組合の活動に関心
のある方は「こんなに多額の案件がブラックボックスでいつの間
にか決まっている。(ように見える。)」と思われたことがあるので
はないでしょうか？
こういった状況は管理組合活動に対するモチベーション低下や、

住民どうしの疑心暗鬼につながりかねないので何とかしよう、とい
うことで24期に新たに発足したのが当専門部会です。まずは工事
発注の審議・承認について明確なルールを作って公開し、それに
基づいて管理組合の業務を行うようにしていきます。

とはいえ、ルールはあくまでツールの一つです。より使いやすく
透明性の高いツールにしていくには、今後も多くの住民の方に関
心をもってこの取り組みを見ていただくことが欠かせません。リベー
ラを暮らしやすく持続可能な生活共同体としていくため、当専門部
会へのご支援のほどどうぞよろしくお願い致します。

（第24期 部会長　K棟　土井 勇介）

■図書
図書専門部会は昨年度２３期まで自治会と合同で運営しておりま

した「本の会」の活動を引き継ぎ、設備改修のハード面と運用のソ
フト面、その両方を管理運営しております。

図書室の現状としましては、設備改修は完了したものの肝心の
蔵書についてはまだまだ充実しているとは言い難い状況です。

今期は蔵書の整理、補充を中心に行っており、傷みの激しい本
の処分や寄贈本の受け入れ、新刊の購入を進めています。また、
蔵書のデータベース化にも取り組んでおり、みなさまがご利用しや
すい環境を整備しているところです。

来期は蔵書の充実を図りつつ、みなさまにもっと図書室に親しみを
持ってもらえるようイベント開催も検討していきたいと考えています。

リベーラに図書室があってよかったと思ってもらえるような図書室
を目指して活動しておりますので、ぜひ一度のぞいてみてください。

（第24期 部会長　Ｇ棟　清家 和幸）
■コミュニティ醸成

新年明けましておめでとうございます。初めまして、昨年９月に
新設しましたコミュニティ醸成部会・会長の平野です。

管理組合には、いろいろな委員会・部会がありますが、たぶん一
番ゆるい部会だと思います。

そうです！　ゆるくて良いんです！！
ゆるい・自由に発言出来るからこそ、いろいろな意見・発想・提

案が出て、リベーラに合った、また時代に沿った活動を進めて行く
部会です。リベーラ内には、自治会組織がありコミュニティ活動を
会長はじめ役員の方々が積極的に行っております。

しかしながら、リベーラ906戸に対し４割の方が自治会に加入されてい
ないため、リベーラ全体でのコミュニティを形成する上で支障をきたしてい
るのが現状であります。管理組合としてリベーラ906戸でのコミュニティを
形成すべく、コミュニティ部会による提案と活動、また自治会との情報の
共有や自治会活動に協力し、リベーラにお住まいの方々が楽しく安心して
過ごせる街になるように活動していきたいと思います。リベーラにお住まい
の方皆さんが、コミュニティ醸成部会のメンバーと思っておりますので、ご
意見・ご提案がございましたら、管理センターまで申し出下さいね。

（第24期 部会長　Ⅰ棟　平野 瑞保）
■デジタル化

管理組合の案内や情報発信は基本「紙」でした。そこで、2018
年7月より「Mcloud」というグループウェアソフトを導入し、管理
組合活動のＩＴ化を図っています。
「Mcloud」の機能には、
・おしらせ（案内）　理事会や管理会社からの「お知らせ」が閲覧

可能また添付ファイルをアップできる。
・掲示板（チャットのような機能）メンバー間でコメントのやり取りが可能。
・スケジュール管理　カレンダー形式で、理事会や専門部会の開

催日時など予定を共有できる。
・データ保存　理事会資料や専門部会資料、議事録など資料を

電子化し　保存でき情報共有可能。
・理事会の出欠確認　理事会の出欠を「○」「×」で返答すること

で一覧で出欠確認が可能。　⇒事前に出欠確認できるため、管
理会社が出欠確認連絡の必要が無くなった。
が存在し、理事会／専門部会等で利用しています。
また、データ保存では「紙」から「電子データ」へ移行することで、

書庫領域（倉庫・棚）の軽減、紙印刷のコスト削減を目指しています。
ただし、ＰＣ、タブレット、スマホ等の通信機器が必要なため、理事メ
ンバーには、各個人の通信機器を利用していただいています。

他機能に、・アンケート・防災（安否確認等）等の便利な機能も
備わっているため、いずれは、住人全員が利用できればと思ってい
ます。まだ先の話になりますが．．．

（第24期 部会長　Ｊ棟　沖島 英樹）

第24期 理事長　沖 島  英 樹

第24期執行部

第24期専門部会

●管理費会計 or 積立金会計
　どちらでやる？
●だれが、どこが承認する？

●相見積もりは必要？

●誰がどのように
　見積を受け取る？

●工事内容によって使用する
　会計種別のガイドラインを設定
●金額・内容を目安に
　審議・承認する場をケース分け
●金額・内容を目安に
　見積もりの取り方をケース分け
●金額・内容を目安に見積もりの
　受け取り方をケース分け

明文化されたルールなし ルールを明文化し
それに沿って進める

これまで これから

リベーラガーデン 年間支出額

工事発注の進め方

■ 住宅管理費会計（業務委託費、共用部電気代 等）
■ 住宅管理費会計（修繕費）
■ 住宅管理費会計（共用備品消耗品費）
■ 積立金会計（修繕費）
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ゴールまで一同頑張ります！

■管理規約
第24期の規約専門部会では、福岡市住宅計画課が実施してい

る「マンション管理規約適正性診断」を受け、その結果を踏まえ、
活動を行うこととしました。この診断の受診を9月12日に受け、結
果を10月18日に文書で受理しました。その結果、「総括意見」で
は「規約の改正を適宜行っているようで、総体的によい規約になっ
ているが、Ｈ30年の標準管理規約の改正に対応できていないもの
も残されている。」との評価でした。しかし、具体的内容では「総括
意見」に加え、「区分所有法の強行規定又は他の法令等に反して
いることが明らかな定め」（約14項目）、「標準管理規約の条項に
照らして管理組合運営の円滑化の観点から定めておくことが望ま
しい事項」（約61項目）、等のほか多くの指摘（全体管理規約を含
む。）を受けました。

規約専門部会では、指摘された事項を元に、今後の進め方を検
討した結果、区分所有法の強行規定又は法令等に関わる修正検討
や規約全体の整合性の確認も必要なことから、「最初の段階から専
門家（マンション管理士等）に依頼して、検討を進めるべきである。」
との結論となりました。

このことを踏まえ、第24期規約専門部会では、①「第24期では
福岡市の指摘を踏まえ、指摘内容の整理や手順、検討体制、スケ
ジュール等」を検討するとともに、②「第25期予算に専門家への依
頼経費等の予算を計上」し、具体的には、③「第25期以降に、２～
３年間の専従的な委員で構成する規約専門部会で検討」していく
プランを提案することといたしました。

（第24期 部会長　Ｊ棟　田中 卓）

■管理委託
リベーラガーデンのマンション管理は現在、大和ライフネクスト

(株)(以下、管理会社)に管理委託していますが、その状況につい
て確認、検討し、今後より良い管理委託となるように提言・答申等
を行っています。　今年は、
①ＤＬＮに管理委託している項目に対する実態の精査
②総会やアンケートに対する管理会社等からの回答に対する実施

状況の確認
③各種工事等が行われる際の施行状況の確認等の明確化（運営

ルールの専門部会へ提案を投げかけ済み）
等について検討しています。

今後は、最低賃金の引き上げや消費税の増税等に伴った管理委
託費の見直しも必要になってくるかもしれませんが、必要なものと
そうでないものとの選別を行い、みなさまからお預かりした管理委

託費が効率的、効果的なものとなるよう検討を重ねてまいります。
みなさまからのお知恵もお借りしながら取り組んで参りますので、

お力添えをよろしくお願いいたします。
（第24期 部会長　Ｄ棟　森畑 穣治）

■防災
理事会の専門部会として活動してきた当部会は、今後継続して

活動するために理事会の下部組織として、居住者全員を対象とし
た「防災組織」として活動するようになりました。

リベーラでは福岡西方沖地震（2005年）の直後に「自主防災委
員会」を一旦発足していましたが継続できず、防災訓練のみが実施
されてきました。地震発生に関して九州ではあまり身近に感じられ
ず、地震対策に関心が低く、マンションは特にその傾向が強く、近
年の熊本地震発生から危機感を持ち始めました。福岡市も昨年やっ
とマンション対象の防災マニュアルを作成しました。

このような背景のなか、リベーラ管理組合としても防災に関して
積極的に取り組むため、前期に「リベーラガーデン防災マニュアル」
を作成し「防災組織」を設置しました。
＜今期の主な活動＞
①　防災組織運営細則（案）の検討
②　助け合いシートの作成
③　防災マニュアルの補足修正及び備蓄品の選定・購入
④　防災訓練の内容検討

災害への備えは、まずは自分の身は自分で守る「自助」と互いに
助け合う「互助」が防災の基本ですが、組織として被害予防・軽減
を図るため継続的に活動していきます。ご協力お願いします。

（第24期 部会長　Ｄ棟　小林 敬生）

■植栽
今期植栽部会は通常部会業務とは別にインフラ部会でまとめた

「敷地内不具合３０項目」のうち、植栽絡みの項目については本部
会内にて協議していく方向で決定しました。
①散水配管調査→敷地内の散水栓の現状把握と補修提案の取り

まとめ
②Ⅰ棟緑地歩道化→Ｉ棟南西側緑地帯にある敷石を含む一帯の整備
③Ｄ棟南面花壇土留め→土流れによるレンガ汚れの改善とその後

の対応策を検討する。
④植栽スポットライト等→現在、外灯照明の主流である植栽ライト

アップを照明不足箇所に設置検討する。
（第24期 部会長　Ａ棟　田川 治）

■理事会運営ルール策定
いきなりですが、皆さんはリベーラガーデンの年間支出額ってど

れくらいかご存知でしょうか？？
こたえは↓のとおりで、19期～ 23期の平均だと年間約2億円

になります。このうち、修繕や備品の購入に約６千万円を割いてい
ます、ちょっとした中堅企業並みの規模ですね。

このように、管理組合では多額かつ多様な工事や購入の発注行為
が発生しているのですが、実はそれらがどのような手続きを経て承
認されるのかについては明確なルールが存在していませんでした。

それゆえに、、、
・住宅役員だった方は、「(いきなり承認を求められても判断でき

ない、、、けどみんな賛成しているし私も手を挙げておこう、、、)」
みたいな経験があるのではないでしょうか？

・また一方で、住宅役員ではないけれども管理組合の活動に関心
のある方は「こんなに多額の案件がブラックボックスでいつの間
にか決まっている。(ように見える。)」と思われたことがあるので
はないでしょうか？
こういった状況は管理組合活動に対するモチベーション低下や、

住民どうしの疑心暗鬼につながりかねないので何とかしよう、とい
うことで24期に新たに発足したのが当専門部会です。まずは工事
発注の審議・承認について明確なルールを作って公開し、それに
基づいて管理組合の業務を行うようにしていきます。

とはいえ、ルールはあくまでツールの一つです。より使いやすく
透明性の高いツールにしていくには、今後も多くの住民の方に関
心をもってこの取り組みを見ていただくことが欠かせません。リベー
ラを暮らしやすく持続可能な生活共同体としていくため、当専門部
会へのご支援のほどどうぞよろしくお願い致します。

（第24期 部会長　K棟　土井 勇介）

■図書
図書専門部会は昨年度２３期まで自治会と合同で運営しておりま

した「本の会」の活動を引き継ぎ、設備改修のハード面と運用のソ
フト面、その両方を管理運営しております。

図書室の現状としましては、設備改修は完了したものの肝心の
蔵書についてはまだまだ充実しているとは言い難い状況です。

今期は蔵書の整理、補充を中心に行っており、傷みの激しい本
の処分や寄贈本の受け入れ、新刊の購入を進めています。また、
蔵書のデータベース化にも取り組んでおり、みなさまがご利用しや
すい環境を整備しているところです。

来期は蔵書の充実を図りつつ、みなさまにもっと図書室に親しみを
持ってもらえるようイベント開催も検討していきたいと考えています。

リベーラに図書室があってよかったと思ってもらえるような図書室
を目指して活動しておりますので、ぜひ一度のぞいてみてください。

（第24期 部会長　Ｇ棟　清家 和幸）
■コミュニティ醸成

新年明けましておめでとうございます。初めまして、昨年９月に
新設しましたコミュニティ醸成部会・会長の平野です。

管理組合には、いろいろな委員会・部会がありますが、たぶん一
番ゆるい部会だと思います。

そうです！　ゆるくて良いんです！！
ゆるい・自由に発言出来るからこそ、いろいろな意見・発想・提

案が出て、リベーラに合った、また時代に沿った活動を進めて行く
部会です。リベーラ内には、自治会組織がありコミュニティ活動を
会長はじめ役員の方々が積極的に行っております。

しかしながら、リベーラ906戸に対し４割の方が自治会に加入されてい
ないため、リベーラ全体でのコミュニティを形成する上で支障をきたしてい
るのが現状であります。管理組合としてリベーラ906戸でのコミュニティを
形成すべく、コミュニティ部会による提案と活動、また自治会との情報の
共有や自治会活動に協力し、リベーラにお住まいの方々が楽しく安心して
過ごせる街になるように活動していきたいと思います。リベーラにお住まい
の方皆さんが、コミュニティ醸成部会のメンバーと思っておりますので、ご
意見・ご提案がございましたら、管理センターまで申し出下さいね。

（第24期 部会長　Ⅰ棟　平野 瑞保）
■デジタル化

管理組合の案内や情報発信は基本「紙」でした。そこで、2018
年7月より「Mcloud」というグループウェアソフトを導入し、管理
組合活動のＩＴ化を図っています。
「Mcloud」の機能には、
・おしらせ（案内）　理事会や管理会社からの「お知らせ」が閲覧

可能また添付ファイルをアップできる。
・掲示板（チャットのような機能）メンバー間でコメントのやり取りが可能。
・スケジュール管理　カレンダー形式で、理事会や専門部会の開

催日時など予定を共有できる。
・データ保存　理事会資料や専門部会資料、議事録など資料を

電子化し　保存でき情報共有可能。
・理事会の出欠確認　理事会の出欠を「○」「×」で返答すること

で一覧で出欠確認が可能。　⇒事前に出欠確認できるため、管
理会社が出欠確認連絡の必要が無くなった。
が存在し、理事会／専門部会等で利用しています。
また、データ保存では「紙」から「電子データ」へ移行することで、

書庫領域（倉庫・棚）の軽減、紙印刷のコスト削減を目指しています。
ただし、ＰＣ、タブレット、スマホ等の通信機器が必要なため、理事メ
ンバーには、各個人の通信機器を利用していただいています。

他機能に、・アンケート・防災（安否確認等）等の便利な機能も
備わっているため、いずれは、住人全員が利用できればと思ってい
ます。まだ先の話になりますが．．．

（第24期 部会長　Ｊ棟　沖島 英樹）

第24期 理事長　沖 島  英 樹

第24期執行部

第24期専門部会

●管理費会計 or 積立金会計
　どちらでやる？
●だれが、どこが承認する？

●相見積もりは必要？

●誰がどのように
　見積を受け取る？

●工事内容によって使用する
　会計種別のガイドラインを設定
●金額・内容を目安に
　審議・承認する場をケース分け
●金額・内容を目安に
　見積もりの取り方をケース分け
●金額・内容を目安に見積もりの
　受け取り方をケース分け

明文化されたルールなし ルールを明文化し
それに沿って進める

これまで これから

リベーラガーデン 年間支出額

工事発注の進め方

■ 住宅管理費会計（業務委託費、共用部電気代 等）
■ 住宅管理費会計（修繕費）
■ 住宅管理費会計（共用備品消耗品費）
■ 積立金会計（修繕費）
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■全体共用部照明改修検討
リベーラガーデン全体共用部の照明器具のＬＥＤ化を進めています。
コンセプトは省電力ですが、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）処分、ス

トック規格の共通化、メンテナンスサイクルを伸ばすことによる管
理スタッフの労力削減も目的です。１０棟＋αの照明の電球交換も、
かなりの作業時間になっています。
加えて、コミュニティセンターロビーの天井のダウンライトにつ

いては、足の長い脚立を立てて危険な交換作業を行って頂いてい
ます。お疲れ様です。
照明電力の20％減を目指していますが、各棟共用部の蛍光灯

のＬＥＤ化が進めば、これをも上回る可能性もあります。器具の交
換費用は各棟の支出となりますが、削減された電気代は全体に還
元されます。
検討してみてはいかがでしょうか？

（第24期 部会長　Ｊ棟　大熊 崇則）

■全体共用部受電設備改修
あけましておめでとうございます。基幹電気専門部会の申でご

ざいます。
今年度は基幹電気設備の更新に加え、電気料金削減に向けた
動きを行います。具体的には九電以外からの電気を購入する事を
検討しています。（九電関係の方がいたらゴメンナサイ）同じ電気
なら１円でも安い所から買うというのは、自明の理ですよね？もち
ろん九電さんが競合他社よりも電気料金を下げてくれればそのま
ま継続します。値下げするのだったら、最初からその値段にしてお
けよ！っという気持ちはグッと腹の底に沈めておきます。
電気と言えば、エネルギー。エネルギーと言えば排出ガス。排
出ガスと言えば環境問題。環境問題と言えば、グレタ・トゥーンベ
リ。国連で激しい非難のスピーチをした怒れる少女ですね。彼女の
言動については賛否両論ありますが、皆さんはどのように感じまし
た？「声をあげて行動を起こすのは良いことだ！」「環境問題を声高
に叫んでおきながら、環境破壊につながる工業製品の恩恵にまみ
れた生活してるじゃないか！」いろんな声があると思います。
私は、行動を起こした事は良い事だと思いますが、ヘイトスピー

チ然とした内容はちょっと受け入れがたく、特に「未来を奪われた」
という言葉には全く納得できません。誰かを攻撃するよりも解決に
向けた動きをしようよ！環境問題って複雑に絡み合っているから一
筋縄では行かない。それを何とかしようと世界各国から代表者が
集まって話し合っている。それを攻撃したってどうしようもないで
しょう。
管理組合のお仕事の中でも、当時は良かれと思って行動したこ

とが、後に非難される。非難するだけは簡単です。誰でもできます。
非難ではなく、提案して、過去にあった出来事で間違ったと思われ
ることは、非難するのではなく、皆で解決に向けて行動する事が大
事だと思います。

（第24期 部会長　Ａ棟　申 城澈）

■駐車場安全対策
駐車場に関連する施設等の安全対策について、現状確認とともに

安全対策の取組について検討、提言等を行っています。具体的には、
①現在の機械式駐車場の回転灯等の動作についての見直し
②路面に引かれている停止線等の引き直しの検討
上記①については、車の入出庫とあまり関係なく回転灯が点滅

していたり、回転灯そのものの設置がなかったりと、バラバラになっ
ている現状の改善を図ること。
また、②については既に、路面の表示状況の確認を終えており、
必要な箇所の補修を行うことで取組んで参ります。
工事の際には駐車スペースからの出し入れに際してご協力をお

願いしたり、また、施設の改修を行った後は、機械式駐車場の回
転灯の点滅するタイミングが変更されたりすることが考えられます
ので、その際には改めてご案内させていただきます。
ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

（第24期 部会長　Ｄ棟　森畑 穣治）
■メインプロムナード改修

〔目的〕
現在、その機能を果たしていない水系設備の方向性と痛みの激

しくなったメインプロムナード路面（主にタイル部分）の補修（改
修）提案を取りまとめる。

〔新設の経緯〕
本来ならば「全体外構大規模修繕」に盛り込まれる規模の大き

な内容で、数年前からインフラ専門部会にて協議自体は開始され
ておりましたが、近年は安全面の問題（通行中の転倒事故）や衛
生面での問題（汚水の停滞によるボウフラ発生）が報告されるよう
になり、これ以上の放置は悪影響と判断し、理事会は本件に関し
専門部会を新設し、集中協議を開始することとしました。

〔今後の課題〕
水系設備を現状復旧あるいは他仕様に変更する場合のおおまか

な費用やパースなどは事前にお知らせし、アンケート等で確認作
業を行う。それをもとに答申内容を取りまとめ理事会に提出予定。

（第24期 部会長　Ａ棟　田川 治）

■みんなのトイレ改修
Ｈ棟の方からの提案がきっかけて、数年前より共用部トイレの改
修を行っています。残っているのは、「扉が重すぎる」コミュニティ
センター内のトイレの扉３枚と、「使いづらい＆水洗便座でない」み
んなのトイレ（旧身障者用トイレ）の便器交換です。実際に使うこ
とができるトイレに替わることが楽しみです。

（第24期 部会長　Ｊ棟　大熊 崇則）

■広報
リベコミとホームページ(以後、ＨＰ）を通して住民の方々に管理組
合活動の情報提供を進めていきます。あわせてリベーラでの暮らしに
密着した情報もお届けできるようフレキシブルな対応に努めます。
少人数での作業を少しでも効率よく進めるために、“Mcloud”はじ

めGoogleドライブでのファイル共有などの活用を実施しています。
そこで、皆様へお願いしたいことが二つあります。

①住民の皆様の声をぜひ、お届けいただきたい。
リベコミの発行、ＨＰの運用に管理費会計から一体どれぐらいの
金額が支出されているのか、皆さんはご存知ですか？
皆様に役立つ、必要とされている情報を提供する責任がありま
す。真面目に頑張る広報部です(笑)

②理事会、専門部会、棟部会の情報を提供してくださる方々にお願い
理事長はじめ執行部の方、専門部会の部会長、棟部会の部会
長の皆さまです。
原稿ください、記事のネタをください。美味しそうな材料を届け
ていただいたら広報で料理は致します。
一方通行ではなく、管理組合と住民の双方向性のやり取りがあ

り、リベコミの発行が遅れたら皆さんからお叱りを受ける、ＨＰの記
事が役立ったと言ってくださる、それが広報専門部会の夢です。
リベコミの表紙に“住み続けたい街への管理組合情報誌”とあり
ますが、これからもずっとリベーラが住み続けたい街であるために、
合意形成の基となる双方向性の広報活動は今後より重要になって
いくことは間違いありません。
理事会、専門部会、棟部会、住民の皆様のご協力よろしくお願

いいたします。
（第24期 部会長　Ｈ棟　藤安 町子）

「博多湾・姪浜芸術花火」、
どうなったの？

(n)

花火ファンタジアFUKUOKA
2019年11月20日、RKB毎日放送は、2020年の百道浜花火「花火ファンタジアFUKUOKA」の開催を見
送ると発表した。不安定な気象状況や警備面を踏まえ安全を考慮したという。これで、愛宕浜、百道浜地区から
夏の花火大会がひとつ消えた。残るは、8月15日の姪浜精霊流し花火だけ。
昨年の百道浜花火は、台風接近で1日延期されたが、翌日も激しい雷雨に見舞われ、後半の花火を中心に打

ち上げた。リベーラガーデンの北人工・機械式駐車場にも雨宿りの見物客が一時、大勢避難した。

芸術花火
今から1年3カ月前の2018年11月、「博多湾・姪浜芸術花火」を2019年5月に愛宕浜で開催したいと、実
行委員会が住民説明会を開催した。それまでの「海の中道花火」を移したいという趣旨であった。
説明会はリベーラガーデンや愛宕浜公民館などで計5回もあり、住民アンケートも実施された。
戸建て地区を含む愛宕浜校区2645世帯で、回収率は31，9％。開催に賛成が58，3％、反対が29，０％、ど

ちらとも言えないが12，7％だった。しかし、この結果を受けて、校区で作る自治協議会は、主催者に地元同意
書を出さなかった。
形としては、賛成多数で否決という結果になった。回収率が低過ぎたのか、賛成者の割合が低いと考えたのか、
理由は分からない。同意書に必要な回収率や賛成率などの条件を事前に提示することも無かった。

経過報告
芸術花火・開催予定、直前の2019年4月26日、「芸術花火・開催準備室」が経過報告を出した。報告の中で、

リベーラガーデンでの賛成が77，7％、反対が22，3％、（回収率42，1％）を頂きました、としている。同時に報
告書は、福岡市港湾局が、あくまで、地元自治会の同意書を求
めており、会場使用申請が出来ない状態が続いているとした。
この経過報告も住民には届いていない。
芸術花火は、会場をRKBが抜けた百道浜に開催場所を移す

か、もう一度、愛宕浜校区自治協の同意を得て、開催に漕ぎつ
けるか、検討を進めているが、原稿時点で先行きは見えない。

保安距離
火薬類取締法は施行規則で、打ち上げ花火の保安距離を定

めている。仮定の話だが、沖に浮かべた打ち上げ用の台船でな
く、愛宕浜の中央防波堤から打ち上げる場合、最も近い、H棟
までの距離は、238㍍余り、人工海浜の観客も考えると、6号
花火、玉の直径は18㎝が限度となる。

全国
昨年から今年にかけて、芸術花火は、
全国的には、神奈川県・伊勢原や京都市、
札幌市・モエレ沼、大阪市・舞洲、千葉
県・浦安市、宮崎市で開催した。名古屋
市は台風で2回延期した後、来月3月に
実施するので計7か所となる。
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■全体共用部照明改修検討
リベーラガーデン全体共用部の照明器具のＬＥＤ化を進めています。
コンセプトは省電力ですが、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）処分、ス

トック規格の共通化、メンテナンスサイクルを伸ばすことによる管
理スタッフの労力削減も目的です。１０棟＋αの照明の電球交換も、
かなりの作業時間になっています。
加えて、コミュニティセンターロビーの天井のダウンライトにつ

いては、足の長い脚立を立てて危険な交換作業を行って頂いてい
ます。お疲れ様です。
照明電力の20％減を目指していますが、各棟共用部の蛍光灯

のＬＥＤ化が進めば、これをも上回る可能性もあります。器具の交
換費用は各棟の支出となりますが、削減された電気代は全体に還
元されます。
検討してみてはいかがでしょうか？

（第24期 部会長　Ｊ棟　大熊 崇則）

■全体共用部受電設備改修
あけましておめでとうございます。基幹電気専門部会の申でご

ざいます。
今年度は基幹電気設備の更新に加え、電気料金削減に向けた
動きを行います。具体的には九電以外からの電気を購入する事を
検討しています。（九電関係の方がいたらゴメンナサイ）同じ電気
なら１円でも安い所から買うというのは、自明の理ですよね？もち
ろん九電さんが競合他社よりも電気料金を下げてくれればそのま
ま継続します。値下げするのだったら、最初からその値段にしてお
けよ！っという気持ちはグッと腹の底に沈めておきます。
電気と言えば、エネルギー。エネルギーと言えば排出ガス。排
出ガスと言えば環境問題。環境問題と言えば、グレタ・トゥーンベ
リ。国連で激しい非難のスピーチをした怒れる少女ですね。彼女の
言動については賛否両論ありますが、皆さんはどのように感じまし
た？「声をあげて行動を起こすのは良いことだ！」「環境問題を声高
に叫んでおきながら、環境破壊につながる工業製品の恩恵にまみ
れた生活してるじゃないか！」いろんな声があると思います。
私は、行動を起こした事は良い事だと思いますが、ヘイトスピー

チ然とした内容はちょっと受け入れがたく、特に「未来を奪われた」
という言葉には全く納得できません。誰かを攻撃するよりも解決に
向けた動きをしようよ！環境問題って複雑に絡み合っているから一
筋縄では行かない。それを何とかしようと世界各国から代表者が
集まって話し合っている。それを攻撃したってどうしようもないで
しょう。
管理組合のお仕事の中でも、当時は良かれと思って行動したこ

とが、後に非難される。非難するだけは簡単です。誰でもできます。
非難ではなく、提案して、過去にあった出来事で間違ったと思われ
ることは、非難するのではなく、皆で解決に向けて行動する事が大
事だと思います。

（第24期 部会長　Ａ棟　申 城澈）

■駐車場安全対策
駐車場に関連する施設等の安全対策について、現状確認とともに

安全対策の取組について検討、提言等を行っています。具体的には、
①現在の機械式駐車場の回転灯等の動作についての見直し
②路面に引かれている停止線等の引き直しの検討
上記①については、車の入出庫とあまり関係なく回転灯が点滅

していたり、回転灯そのものの設置がなかったりと、バラバラになっ
ている現状の改善を図ること。
また、②については既に、路面の表示状況の確認を終えており、
必要な箇所の補修を行うことで取組んで参ります。
工事の際には駐車スペースからの出し入れに際してご協力をお

願いしたり、また、施設の改修を行った後は、機械式駐車場の回
転灯の点滅するタイミングが変更されたりすることが考えられます
ので、その際には改めてご案内させていただきます。
ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

（第24期 部会長　Ｄ棟　森畑 穣治）
■メインプロムナード改修

〔目的〕
現在、その機能を果たしていない水系設備の方向性と痛みの激

しくなったメインプロムナード路面（主にタイル部分）の補修（改
修）提案を取りまとめる。

〔新設の経緯〕
本来ならば「全体外構大規模修繕」に盛り込まれる規模の大き

な内容で、数年前からインフラ専門部会にて協議自体は開始され
ておりましたが、近年は安全面の問題（通行中の転倒事故）や衛
生面での問題（汚水の停滞によるボウフラ発生）が報告されるよう
になり、これ以上の放置は悪影響と判断し、理事会は本件に関し
専門部会を新設し、集中協議を開始することとしました。

〔今後の課題〕
水系設備を現状復旧あるいは他仕様に変更する場合のおおまか

な費用やパースなどは事前にお知らせし、アンケート等で確認作
業を行う。それをもとに答申内容を取りまとめ理事会に提出予定。

（第24期 部会長　Ａ棟　田川 治）

■みんなのトイレ改修
Ｈ棟の方からの提案がきっかけて、数年前より共用部トイレの改
修を行っています。残っているのは、「扉が重すぎる」コミュニティ
センター内のトイレの扉３枚と、「使いづらい＆水洗便座でない」み
んなのトイレ（旧身障者用トイレ）の便器交換です。実際に使うこ
とができるトイレに替わることが楽しみです。

（第24期 部会長　Ｊ棟　大熊 崇則）

■広報
リベコミとホームページ(以後、ＨＰ）を通して住民の方々に管理組
合活動の情報提供を進めていきます。あわせてリベーラでの暮らしに
密着した情報もお届けできるようフレキシブルな対応に努めます。
少人数での作業を少しでも効率よく進めるために、“Mcloud”はじ

めGoogleドライブでのファイル共有などの活用を実施しています。
そこで、皆様へお願いしたいことが二つあります。

①住民の皆様の声をぜひ、お届けいただきたい。
リベコミの発行、ＨＰの運用に管理費会計から一体どれぐらいの
金額が支出されているのか、皆さんはご存知ですか？
皆様に役立つ、必要とされている情報を提供する責任がありま
す。真面目に頑張る広報部です(笑)

②理事会、専門部会、棟部会の情報を提供してくださる方々にお願い
理事長はじめ執行部の方、専門部会の部会長、棟部会の部会
長の皆さまです。
原稿ください、記事のネタをください。美味しそうな材料を届け
ていただいたら広報で料理は致します。
一方通行ではなく、管理組合と住民の双方向性のやり取りがあ

り、リベコミの発行が遅れたら皆さんからお叱りを受ける、ＨＰの記
事が役立ったと言ってくださる、それが広報専門部会の夢です。
リベコミの表紙に“住み続けたい街への管理組合情報誌”とあり
ますが、これからもずっとリベーラが住み続けたい街であるために、
合意形成の基となる双方向性の広報活動は今後より重要になって
いくことは間違いありません。
理事会、専門部会、棟部会、住民の皆様のご協力よろしくお願

いいたします。
（第24期 部会長　Ｈ棟　藤安 町子）

「博多湾・姪浜芸術花火」、
どうなったの？

(n)

花火ファンタジアFUKUOKA
2019年11月20日、RKB毎日放送は、2020年の百道浜花火「花火ファンタジアFUKUOKA」の開催を見送ると発表し

た。不安定な気象状況や警備面を踏まえ安全を考慮したという。これで、愛宕浜、百道浜地区から夏の花火大会がひとつ消

えた。残るは、8月15日の姪浜精霊流し花火だけ。

昨年の百道浜花火は、台風接近で1日延期されたが、翌日も激しい雷雨に見舞われ、後半の花火を中心に打ち上げた。リ

ベーラガーデンの北人工・機械式駐車場にも雨宿りの見物客が一時、大勢避難した。

芸術花火
今から1年3カ月前の2018年11月、「博多湾・姪浜芸術花火」を2019年5月に愛宕浜で開催したいと、実行委員会が住

民説明会を開催した。それまでの「海の中道花火」を移したいという趣旨であった。

説明会はリベーラガーデンや愛宕浜公民館などで計5回もあり、住民アンケートも実施された。

戸建て地区を含む愛宕浜校区2645世帯で、回収率は31，9％。開催に賛成が58，3％、反対が29，０％、どちらとも言

えないが12，7％だった。しかし、この結果を受けて、校区で作る自治協議会は、主催者に地元同意書を出さなかった。

形としては、賛成多数で否決という結果になった。回収率が低過ぎたのか、賛成者の割合が低いと考えたのか、理由は分

からない。同意書に必要な回収率や賛成率などの条件を事前に提示することも無かった。

経過報告
芸術花火・開催予定、直前の2019年4月26日、

「芸術花火・開催準備室」が経過報告を出した。報告

の中で、リベーラガーデンでの賛成が77，7％、反対

が22，3％、（回収率42，1％）を頂きました、として

いる。同時に報告書は、福岡市港湾局が、あくまで、

地元自治会の同意書を求めており、会場使用申請が

出来ない状態が続いているとした。この経過報告も

住民には届いていない。

芸術花火は、会場をRKBが抜けた百道浜に開催

場所を移すか、もう一度、愛宕浜校区自治協の同意

を得て、開催に漕ぎつけるか、検討を進めているが、

原稿時点で先行きは見えない。

保安距離
火薬類取締法は施行規則で、打ち上げ花火の保

安距離を定めている。仮定の話だが、沖に浮かべた

打ち上げ用の台船でなく、愛宕浜の中央防波堤から

打ち上げる場合、最も近い、H棟までの距離は、238

㍍余り、人工海浜の観客も考えると、6号花火、玉の

直径は18㎝が限度となる。

全国
昨年から今年にかけて、芸術花火は、全国的には、

神奈川県・伊勢原や京都市、札幌市・モエレ沼、大阪

市・舞洲、千葉県・浦安市、宮崎市で開催した。名古

屋市は台風で2回延期した後、来月3月に実施する

ので計7か所となる。
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令和の年となり初めてのお正月を迎え、待ちに
待った記念すべきオリンピック・パラリンピックの
年がやって来ました。

皆様には日頃のご協力をいただきありがとうご
ざいます。

毎年実施の自転車の整理・処分や、ご不便をおか
けしましたが、給水管劣化調査診断も無事に終え
る事が出来ました。

今後もリベーラガーデンがワンチームとなり、
信頼し合い、理解し合い、助け合いの出来る環境を
築き上げていければ良いと思います。

棟 り10 よだ
棟部会長さんからの
メッセージです。

みなさん、協力してそれぞれ棟を
盛り上げていきましょう。

早いもので役員の任期も残りわずかとなり、改
選の時期を迎えようとしています。

Ａ棟は建物総合診断の結果により 25 期に予定
されていた大規模修繕が27期に先送りになったこ
ともあり、その分比較的余裕をもって準備や検討
ができたのが今期でした。

網戸の劣化状態や現状を把握するためのアン
ケートの実施や、バルコニーの手すり支柱埋め込
み部に入った雨水が脚部を劣化させているという
バルコニー手すり問題。（その部分の劣化状況を把
握するための方法などは鋭意検討中です）

そして懇親会や忘年会の開催など。ふりかえる
と役員となって、その視点からマンション管理な
どを考えた時、初めて気づかされることも多く、実
にさまざまな事を学ばせていただきました。

残りの任期も住民の皆さまや棟役員の方々、管理
会社の方々のご協力を仰ぎながら精一杯がんばっ
てまいりますので、よろしくお願いいたします。

日頃より棟部会活動にご理解・協力をいただきありがとうございます。
早いもので今期の役員就任後あっという間に半年が過ぎてしまいました。

毎月１回の定例役員会の開催により、理事会報告を役員全員で共有する
とともにＢ棟独自の個別課題の解決に取り組んでいます。

特に痛感するのは竣工後 20 年以上経過したことにより、あちこちで経年
劣化による不具合が想像以上に発生しているということです。

しかしながら、まだまだ我々役員や管理センター職員の方々が知らない
不具合があるかも知れません。Ｂ棟の皆さんの周りで経年劣化等による不具
合でお気づきのことがございましたら、是非我々役員までお知らせ下さい。

引き続き、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

日頃より棟部会にご理解いただきありがとうご
ざいます。

11月には恒例の自転車整理を行いました。例年
より多くの自転車を撤去し、駐輪場はスッキリと
整理されて使いやすくなりました。皆様のご協力
に感謝いたします。

その他の案件につきましても、Ｃ棟の方のご協力
のもと、日々過ごしやすく改善できるように棟部
会メンバーと共に活動して参りたいと思います。

～Ｋ棟の守り人たち～
Ｋ棟は風当りが強く、なかなか植栽が育ちません(T_T)
樹木が根付かなかったり、塩害で枯れたり、「守り人たち」

はいつも頭を抱えていました。私も「守り人たち」に交じり、
水遣りボランティアに参加しましたが、蚊と戦い、手足を
掻きながらの作業に辟易する日々でした。

そんな中、昨年有力な“助っ人” （設置型ホース君）が登
場！グータラな私は安堵(^_^;)

しかし「守り人たち」は手を緩めません！夏場の炎天下
でも、花壇脇には麦わら帽子姿の「守り人たち」が居ました。

私達がすれ違うだけの樹木たちを、まるでいたわるような
仕草で接し、いつしかＫ棟住人を季節感ある佇まいで包み込
む。。。そんな素敵な「守り人たち」がＫ棟には居ます(^_^)v

いよいよオリンピックイヤーが始まりました。７年後の
2027年にはリニア中央新幹線も開業予定です。2020年代
も変化の激しい時代になりそうです。

さて、Ｇ棟でも2020年内の大規模修繕工事着工を目指
し、現在準備を進めております。居住者の皆様には『棟部会
報告』を発行し、進捗状況をこまめにお知らせできるよう
心掛けております。

今後とも引き続き棟部会活動へのご理解とご協力を賜り
ますよう宜しくお願いいたします。

棟部会役員の皆様、棟部会活動にご協力を頂きありがと
うございます。住宅理事の皆様、いつもご苦労様です。

Ｅ棟部会では、23期から引き継いだ課題と24期の課題
を達成させる為、粛々と棟部会活動を行っております。概
ね、課題はクリアできました。

この記事を見られる頃には、25期の課題を思案しなけれ
ばなりません。

引き続きご協力をお願いいたします。また住民の皆様、ご
意見、ご要望等ございましたら気軽にお問い合わせください。

更なる住みよいリベーラガーデンを作って参りましょう。
３月には毎年恒例の避難訓練がございます。ご参加の程、

よろしくお願いします。

マリナタワーⅠ棟
棟部会長：伊集院 明

今期の棟部会活動はいかがでしょうか？
エレベーター前のライトもＬＥＤ化され、また一段と進化しま

した。まだエレベーターの内装改修が残っています。
エレベーターと言えば、養生シートの落書きが圧倒的に減りま

した。意外と「監視カメラ」が効いたと思います。
本来、監視カメラは防犯のためであって、我々を監視するもの

ではありません。これからも、マナーを守り綺麗なＪ棟であるた
めに、ご協力よろしくお願い致します。

新しい年を迎え住民の皆様におかれましては益々のご発展のこととお喜
び申し上げます。

さて、今年に入って天気がいい日が続き、気が付けば昨年末から一度も
雪を見ていません。Ⅰ棟の玄関前でも子供たちが元気に遊んでいます。例
年より暖かいからなのか、お父さんやお母さんと一緒の姿も見られ横を通
りながら、ほのぼのした気持ちになります。

いつまでも子供たちの元気な声が聞こえる街であってほしいと思います。
また、地球温暖化の声がよく耳に入ってくるようになった昨今、将来の災害

等にも備えられるリベーラガーデンであってほしいと思う年の始めでした。

ウエストウイングH棟
棟部会長：築城 由美

80戸

192戸
イーストタワーJ 棟

棟部会長：沖島 英樹125戸
オーシャンウイングK棟

棟部会長： 齋藤 格
90戸

セントラルイーストE棟
棟部会長：丸高 正和

103戸

サウスウイングG棟
棟部会長：青木 篤之

54戸
アベニューイーストD棟

棟部会長：冨田 豊
51戸

アベニューウエストB棟
棟部会長：中原 康弘

42戸

セントラルウエストC棟
棟部会長：海老名 博美

94戸

パークウイングA棟
棟部会長：黒木 保彦

75戸

昨年中は、棟部会活動にご協力をいただきありがとうございま
した。

皆様のおかげで11月の不要自転車の整理も無事終わり、駐輪
場もすっきりして使いやすくなりました。

今後とも住みやすい住環境の維持向上に努めて参りますのでご
要望、ご意見がありましたらお願いします。

本年もご協力の程よろしくお願いします。
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ちょっとしたネタを紹介していきます。
みなさんもどしどし投稿してください。
センターに原稿や写真の持ち込みや
メール（ribera906pr@gmail.com）でどうぞ。

リベーラ

伝言板

１月１８日（土）のＫ棟懇親会は４０名近い方が参加され、とても楽しい時間を過ご
すことが出来ました。
沢山のお持込みでテーブルが賑わい、突然プロ顔負けのマジックも飛び出し、18
名の子供たちは大喜び！
方々で「定期的に開催して欲しい！」というお声が聴けたことも大きな収穫でした。

（Ｋ棟棟部会長　齋藤）

いつもお世話になっている管理センタースタッフの皆さんをご紹介します。
カウンター窓口やお電話で話す機会があっても、お顔とお名前が一致しない事が
あるかもしれません。しっかり目に焼き付けていただいて、「〇〇さん、こんにちは」
というところから、一味違った会話が始まるかもですね。

いつもお世話になっております。以下のメンバー（シフト勤務）で、対応させていただいております。
※当日の担当は、管理センター受付横の扉に写真を掲示しております。

各種施設のお申込みをはじめ、お困り事等ございましたら、お気軽に管理センターまでお声掛けください。
よろしくお願いいたします。(金川)

管理センター

スタッフ紹介

１月 18 日
Ｋ棟 懇親会

開催

今回はＫ棟さんの親睦会の模様と、日頃お世話になっている
管理センターのスタッフの皆さんのご紹介です。

夏の“そうめん流し”、秋空の下での“ガーデンパーティ”に続いて、自治会は冬もイベントめじろ押し。
そんな冬のイベントの模様をレポートします。

リベーラガーデン町内自治会

『自治会プロデュース　九州大学落語研究会　コミュニティセンター大会議室　参加無料』
申自治会長の企画・誘致・段取りのもと、九州大学の落語研究会の３名によるリベーラ

寄席を興業しました。
入場は大入り満員に近い？ 60名程度の老若男女の方々、そして前座のフレッシュな一

年生の寄席に始まり、二つ目の落語がテンポよく進んでいき、最後の真打ちが登場し、会
場は終始笑いにつつまれました。
また次回の興業も企画中？です。難しいことは考えず、とにかく一度いらしてくださ

い。あなたもすぐリベーラ寄席の魅力にはまってしまうかも！？
ご先祖様も言ってます、“笑う門には福来る”

恒例となったメインプロムナードのイルミネーション、今年で早４年目？でしたっけ。
事前に有志の会の皆さんと自治会スタッフにより、LED灯の配線・木のぼり・右！左！上！下！のライティング調整も

万全に、夕暮れよりみんなでコミュニティセンターのクリスマスツリーの飾りつけ。
みんなでお菓子と温かい飲み物（ココア、コーンスープ、甘酒、ホットワイン）

を飲んでやっと暗くなった18時　カウントダウンともにイルミネーションの点
灯！そして登場した２人のサンタクロース、用意したアドベントチョコカレン
ダーのプレゼント目当ての子供たちから大人までに取り囲まれ大人気でした。
光には人をひきつけるものがあり、暗闇を照らす光は人々

に安心感を与えてくれます。小さなこどもたちに夢を与えド
キドキやワクワクを少しでも与えることができたらとの願い
を込めて、、、。

19時前に愛宕浜公民館に各自集合。19時にまず姪浜交番の方の挨拶がありました。パトロー
ルの説明を受け、19時30分からリベーラ担当のルートをみんなでパトロール。20時半に現地
解散でしたが、パトロール終了後、参加してくれた小学生以下のみんなにお菓子を配りました。
キッズパトロールのこんな可愛い掛け声、皆さんの

耳に届いていましたか？

暗くて寒い中、みんな大きな声を張り上げて頑張っ
てました。昔からある冬の風物詩ですが、不審者や車に
注意というのは時代の流れを感じます。参加は子供16
名、他に自治会役員や引率の大人6名でした。

11月 24日（日）「リベーラ寄席」開催

11月 30日（土）イルミネーション in リベーラガーデン～明りと人の融和～ 点灯式

1月12日（日）みんなあつまれ！手作り凧あげ大会

12月 21日（土）歳末防犯防火交通安全キッズパトロール（安心安全推進委員会 主催）

～火の用心！
　 マッチ一本火事のもと！～

～泥棒に用心！

　 出かける時は一声かけて鍵かけて～

～不審者注意！

　 見たら聞いたら１１０番！～

～車に注意！
　 危ない飛び出しいったん止まれ！～

～火の用心！
　 マッチ一本火事のもと！～

～泥棒に用心！

　 出かける時は一声かけて鍵かけて～

～不審者注意！

　 見たら聞いたら１１０番！～

～車に注意！
　 危ない飛び出しいったん止まれ！～

いづの ひでき

伊津野 英樹

なるお よしかず

鳴尾 芳一
たけうち あきこ

竹内 昭子
みえの みきこ

三重野 美貴子
もとやま しげる

本山 茂

かながわ かずひさ

金川 和久
まつむら としはる

松村 俊治

メリークリスマス！！からのハッピーニューイヤー！！

まだお正月気分も少しは残っているかなという12日の午後、コミュニティ
センターの集会室で手作りの凧を作りました。小さな子はパパやママも一緒
に、おもいおもいの絵を書いて、リベーラの広場で凧あげ大会。
結構細かい作業もあってみんな真剣。パパとママも真剣(笑)時代が変わっ

たのか下絵見たり、なぞったりするのがスマホやタブレット。でも楽しそうな
声あげて凧をあげる子ども達は今も昔も少しも変わりません。
天高く上る凧のように成長していく子ども達に幸あれです。
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あるかもしれません。しっかり目に焼き付けていただいて、「〇〇さん、こんにちは」
というところから、一味違った会話が始まるかもですね。

いつもお世話になっております。以下のメンバー（シフト勤務）で、対応させていただいております。
※当日の担当は、管理センター受付横の扉に写真を掲示しております。

各種施設のお申込みをはじめ、お困り事等ございましたら、お気軽に管理センターまでお声掛けください。
よろしくお願いいたします。(金川)

管理センター

スタッフ紹介

１月 18 日
Ｋ棟 懇親会

開催

今回はＫ棟さんの親睦会の模様と、日頃お世話になっている
管理センターのスタッフの皆さんのご紹介です。

夏の“そうめん流し”、秋空の下での“ガーデンパーティ”に続いて、自治会は冬もイベントめじろ押し。
そんな冬のイベントの模様をレポートします。

リベーラガーデン町内自治会

『自治会プロデュース　九州大学落語研究会　コミュニティセンター大会議室　参加無料』
申自治会長の企画・誘致・段取りのもと、九州大学の落語研究会の３名によるリベーラ

寄席を興業しました。
入場は大入り満員に近い？ 60名程度の老若男女の方々、そして前座のフレッシュな一

年生の寄席に始まり、二つ目の落語がテンポよく進んでいき、最後の真打ちが登場し、会
場は終始笑いにつつまれました。
また次回の興業も企画中？です。難しいことは考えず、とにかく一度いらしてくださ

い。あなたもすぐリベーラ寄席の魅力にはまってしまうかも！？
ご先祖様も言ってます、“笑う門には福来る”

恒例となったメインプロムナードのイルミネーション、今年で早４年目？でしたっけ。
事前に有志の会の皆さんと自治会スタッフにより、LED灯の配線・木のぼり・右！左！上！下！のライティング調整も

万全に、夕暮れよりみんなでコミュニティセンターのクリスマスツリーの飾りつけ。
みんなでお菓子と温かい飲み物（ココア、コーンスープ、甘酒、ホットワイン）

を飲んでやっと暗くなった18時　カウントダウンともにイルミネーションの点
灯！そして登場した２人のサンタクロース、用意したアドベントチョコカレン
ダーのプレゼント目当ての子供たちから大人までに取り囲まれ大人気でした。
光には人をひきつけるものがあり、暗闇を照らす光は人々

に安心感を与えてくれます。小さなこどもたちに夢を与えド
キドキやワクワクを少しでも与えることができたらとの願い
を込めて、、、。

19時前に愛宕浜公民館に各自集合。19時にまず姪浜交番の方の挨拶がありました。パトロー
ルの説明を受け、19時30分からリベーラ担当のルートをみんなでパトロール。20時半に現地
解散でしたが、パトロール終了後、参加してくれた小学生以下のみんなにお菓子を配りました。
キッズパトロールのこんな可愛い掛け声、皆さんの

耳に届いていましたか？

暗くて寒い中、みんな大きな声を張り上げて頑張っ
てました。昔からある冬の風物詩ですが、不審者や車に
注意というのは時代の流れを感じます。参加は子供16
名、他に自治会役員や引率の大人6名でした。

11月 24日（日）「リベーラ寄席」開催

11月 30日（土）イルミネーション in リベーラガーデン～明りと人の融和～ 点灯式

1月12日（日）みんなあつまれ！手作り凧あげ大会

12月 21日（土）歳末防犯防火交通安全キッズパトロール（安心安全推進委員会 主催）

～火の用心！
　 マッチ一本火事のもと！～

～泥棒に用心！

　 出かける時は一声かけて鍵かけて～

～不審者注意！

　 見たら聞いたら１１０番！～

～車に注意！
　 危ない飛び出しいったん止まれ！～

～火の用心！
　 マッチ一本火事のもと！～

～泥棒に用心！

　 出かける時は一声かけて鍵かけて～

～不審者注意！

　 見たら聞いたら１１０番！～

～車に注意！
　 危ない飛び出しいったん止まれ！～

いづの ひでき

伊津野 英樹

なるお よしかず

鳴尾 芳一
たけうち あきこ

竹内 昭子
みえの みきこ

三重野 美貴子
もとやま しげる

本山 茂

かながわ かずひさ

金川 和久
まつむら としはる

松村 俊治

メリークリスマス！！からのハッピーニューイヤー！！

まだお正月気分も少しは残っているかなという12日の午後、コミュニティ
センターの集会室で手作りの凧を作りました。小さな子はパパやママも一緒
に、おもいおもいの絵を書いて、リベーラの広場で凧あげ大会。
結構細かい作業もあってみんな真剣。パパとママも真剣(笑)時代が変わっ

たのか下絵見たり、なぞったりするのがスマホやタブレット。でも楽しそうな
声あげて凧をあげる子ども達は今も昔も少しも変わりません。
天高く上る凧のように成長していく子ども達に幸あれです。
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記事を選択する設問は以下の番号でお答えください。（複数回答OK）
アンケート締め切りは3月13日（金）です。管理センターのBOXにお届けください

アンケート回答用紙

リベ・コミ ３１号アンケート
①　31号で興味を持ってご覧いただいた記事はどれですか
　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
②　逆にまったく目を通さなかった記事はありますか
　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
③　もっと詳細な内容があれば良いと思った記事はありますか
　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
④　基本年4回の発行ですが、リベ・コミに季節感はありますか　［　有　・　無　］
⑤　今後リベ・コミで特集して欲しいテーマはありますか

⑥　ホームページにアクセスされた事はありますか　　　　　　［　有　・　無　］
⑦　その他、リベ・コミやホームページに関してご意見、ご希望、ご感想などは下記に

 

　　　　　棟　　　　　　号 お名前　　　　　　　　　　　　　

メールアドレス

①　表紙 ②　リベーラ伝言板（Ｋ棟懇親会）
③　理事長挨拶 ④　リベーラ伝言板（管理センタースタッフ紹介）
⑤　専門部会報告 ⑥　理事会議事録抜粋
⑦　花火どうなったの？ ⑧　リベーラカレンダー
⑨　10棟だより ⑩　雲とリベーラガーデン
⑪　自治会ニュース ⑫　編集後記

広報サポーターにご協力下さる方はメールアドレスをご記入ください

線
リ
ト
リ
キ

ご協力ありがとうございました。
14



管理組合情報誌「リベ・コミ」は今号で３１号となります。2011年11月に1号が発行されました。併せて

2018年8月よりホームページもリニューアルし、管理組合活動やリベーラの暮らしの情報をいち早く皆様に

お届けできるよう広報専門部会も努めていますが、読者である住民の皆さまのご意見や感想といった生の声

を聞く機会がなかなかありません。今後も更に皆さまのお役にたつ管理組合情報誌、ホームページであるた

めに今回アンケートをお願いすることになりました。お答えいただいたなかから抽選でQUOカード（1,000円
分）を50名の方に差し上げます。ご協力よろしくお願いいたします。

なお、このアンケートは広報専門部会が編集に携わっているリベ・コミ、ホームページに関してのアンケー

トです。管理組合活動についてのアンケートではありませんので、お間違えないようお願いします。

今回、アンケートのお願いとは別に広報サポーターの募集をさせていただきます。

リベ・コミやホームページの編集のお手伝いをお願いするのではなく、広報専門部会の限られたメンバー

だけでは気付かない、気付けない情報の提供のお願いです。

情報というとおおげさですが、皆さんが撮られたリベーラの風景や花や緑の写真、時にはリベーラの暮らし

のなかで頭に浮かんだ五・七・五など。

広報からも例えば「リベーラの一番の自慢は何ですか？」とか「あなたのリベーラあるあるは？」などといった

お尋ねをすることがあると思っています。

管理組合情報誌ですので、もちろん管理組合の活動がメインですが、堅ぐるしい事ばかりでなく、読んで

楽しい、ほほえましい、温かみのある情報誌をご協力いただける皆さんと一緒に作っていけたらという広報部

の思いです。

趣旨に賛同していただき、ご協力いただける方は左のアンケート回答用紙の最後にお名前とともに、メー

ルアドレスをご記入ください。

アンケート回答のみの方はメールアドレスの記入はいりません。

サポーターの皆さまとの連絡は基本、メールを通してさせていただきます。

この件に関しましてご質問などありましたら、広報部メール　ribera906pr@gmail.com まで問い合わせ

ください。

ちょっと
便利な

ホームペ
ージ

リベーラガーデンホームページ
https://ribera906.net/

ホームページで一番アクセスの多いページは「施設利用状況」です。
「駐車場」「集会室」「ゲストルーム」「ビューラウンジ」の利用状況がネットで

確認できます。
予約は管理センターの窓口になりますが、あらかじめホームページで申し込

み用紙を印刷していただけます。
HP右の「管理組合情報」⇒「届け出書類のご案内」にアクセス

ください。

記事を選択する設問は以下の番号でお答えください。（複数回答OK）
アンケート締め切りは3月14日（土）です。管理センターのBOXにお届けください

アンケート回答用紙

リベ・コミ ３１号アンケート
①　31号で興味を持ってご覧いただいた記事はどれですか
　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
②　逆にまったく目を通さなかった記事はありますか
　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
③　もっと詳細な内容があれば良いと思った記事はありますか
　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
④　基本年4回の発行ですが、リベ・コミに季節感はありますか　［　有　・　無　］
⑤　今後リベ・コミで特集して欲しいテーマはありますか

⑥　ホームページにアクセスされた事はありますか　　　　　　［　有　・　無　］
⑦　その他、リベ・コミやホームページに関してご意見、ご希望、ご感想などは下記に

 

　　　　　棟　　　　　　号 お名前　　　　　　　　　　　　　

メールアドレス

①　表紙 ②　リベーラ伝言板（Ｋ棟懇親会）
③　理事長挨拶 ④　リベーラ伝言板（管理センタースタッフ紹介）
⑤　専門部会報告 ⑥　理事会議事録抜粋
⑦　花火どうなったの？ ⑧　リベーラカレンダー
⑨　10棟だより ⑩　雲とリベーラガーデン
⑪　自治会ニュース ⑫　編集後記

広報サポーターにご協力下さる方はメールアドレスをご記入ください

キ
リ
ト
リ
線

ご協力ありがとうございました。

アンケートのお願い （回答用紙は左ページを切り取り）

広報サポーター募集
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リベ・コミ
令和2年2月28日発行

2020年

発行：マリナタウン・リベーラガーデン住宅団地管理組合法人　編集：広報専門部会　印刷：西日本ビジネス印刷株式会社

R I B E R A   C O M M U N I C A T I O N

住 み 続 け た い 街 へ の 管 理 組 合 情 報 誌

編集

後記

暖冬とは言えやはり冬は冬。そこまで来ている春が待ち遠しいですね。まるで春を待ちわびるのと
同じようにリベコミの発行を皆さんが待っていてくれる、そんな情報誌を目指したいなと部員一同、
有る知恵も無い知恵も絞って、頑張って編集に取り組んではいるんですが ( 笑 )
今号でアンケートとサポーター募集をしています。多くの皆さまから春のような新鮮で暖かい風が
届くことをお待ちしています。
リベコミ、HP へのご意見ご要望は管理センターまたは ribera906pr@gmail.comまで （Ｆ）

リベラちゃんリベラちゃん

Vol.31
ワクワク

豊浜にお住いの写真家・甲斐順一さん
が撮影された雲が主役の写真、撮影地
は福岡の各所なのですが、何枚かリベー
ラが写っているのがあります。
今回はコレ！

https://ribera906.net

ホームページ
更新中！

ホームページ
更新中！

リベーラガーデン

雲の情景

流れ行く雲

1963 年 福岡市生まれ
1987 年 九州産業大学デザイン科卒
1993 年 「雲の情景」を撮り始める
1999 年 写真集「ImPressions－雲の情景―」出版
2006 年 WEB サイト「雲の情景 Cloudscape-Fukuoka 」Blog 開設
2012 年 WEB サイト「雲の情景 Cloudscape-Fukuoka 」HP 開設
2019 年 　インスタグラム開設　instagram.com/kumonojokei/

1996 年 Canon サークル 10 月号
1997 年 日本カメラ 12 月号
2000 年 日本カメラ 10 月号
2004 年  朝日新聞「ふくおかストリート」
2008 年 ＦＢＳ福岡放送 「めんたいワイド 」
2009 年 ＫＢＣ九州朝日放送 「ドォーモ 」
2014 年 ＦＢＳ福岡放送 「NEWS 5 ちゃん 」

甲斐順一さんの

横 顔

雲と
　リベーラガーデン

【プロフィール】

「雲」という身近な被写体を主役として、街のさまざまな景色をおりまぜた
写真“ 情景写真 ”を撮っています。
撮影はすべて地元の福岡市内、素材としての「雲」の表情だけを追い求める
だけではなく、「情景」として、ドラマ性を感じられるものを目指しています。

すべて銀塩 35 ミリ判一眼レフカメラ、ポジフィルムを使用しています。

【撮影コンセプト】

【 撮 影 機 材 】

【メディアでの紹介】

令（よ）き時代を迎えた今、皆さんにとって日常が令（よ）き日でありますように
題字：松尾 泰子
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10月

アンケートに回答
いただいた方には

お礼を用意してい
ます。

（回答者多数の場
合抽選）

まずはページを
めくってP14の

アンケート（質問）
をご覧ください！

広報誌（リベコミ
）

ホームページに関
する

アンケート掲載
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