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後記

以前リベ・コミ３２号で掲載しました「管理センターのサービス」を今回再掲載しました。
時期的に新しくリベーラの住民になられた方も多いのではないかと思います。お役に立てば幸いです。
先日某所で「すまいるすまいるセット」というサービスがある事も、３２号で掲載していた事もご存知
ない方々がいらっしゃるという事を知りました。
「情報」を伝えるという事の難しさを改めて痛感します。コロナ禍でリベ・コミに掲載するコンテンツ
に困り苦肉の策とも正直言えるのですが、どうか大きな心でお許しくださいませ。正直な広報です（笑）
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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！

ホームページ
更新中！

ホームページ
更新中！

雲の情景

雲の通り道

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】

https://ribera906.net
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イベントは、コロナ禍を考慮し、予定としています
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■管理規約

前回のリベコミでお知らせしたように、管理規約専門
部会では福岡市のマンション管理規約適正化診断にも
とづいた管理規約の改訂検討を行っています。
これは何をやっているかというと、、、
リベーラガーデンでは竣工時の過去に何度か「規約類
の増改築」はしてきたものの、国土交通省が作成した「マ
ンション標準管理規約」(国土交通省作成の標準モデル
のようなものです)や区分所有法などとの齟齬や用語の
不一致などはそのままになっていました。これらを整理、
修正したものを規約改正案としてまとめて答申することが
専門部会の活動になっています。
なお、規約改正には区分所有者の3/4の賛成が住宅

総会で必要でして、住宅役員を3年間務めてきた感覚
からするとこれは結構おおごとです。今期の管理規約専
門部会で扱っている内容は言ってしまえば文言修正のよ
うなものなので、「そんなことでも3/4の賛成が必要に
なるのか。。。」という気もしなくはないですが、逆に言う
と規約を変えるということはそのくらい重大なことなの
だということを肝に銘じて残りの作業を進めていきたい
と思います。

（第25期 部会長　Ｋ棟　土井 勇介）

■管理委託

管理委託専門部会は、業務委託費妥当性を確認する
よう諮問されております。
今期、Ｈ１５年度（第８期）に管理会社を変更した際の

資料の振り返りましたところ、約１年間の準備期間（勉
強会、管理会社の問題点の洗い出し等）の後、管理会
社が変更になっていました。
現在の管理会社の問題点を明らかにする前に、他社の

不正確な概算見積もりを取得しても、誤った判断につな
がる可能性があります。また、本気で管理会社を変更す
る意思がない状況での見積もり取得を嫌がる会社は多
く、強行するとリベーラガーデンの信用棄損につながる
可能性もあります。
今後は、現在の管理会社との管理委託契約と実際に

提供されているサービスの違いを検討し、問題点を明ら
かにしてゆく必要があります。

（第25期 部会長　Ｈ棟　有馬 久富）

■エレベーター契約改善専門部会

昨年９月の保守会社変更に際し、住民の皆様には多
大なご協力を頂き、誠に有難うございました。
当専門部会は８名で構成されており、今期は（選任さ

れた代理人弁護士と協議のもと）前保守会社であった
西日本エレベータ㈱に対し「預け金（33百万円）返還請
求」裁判を進めております。

いまだ未公開のため情報公開は叶いませんが、一般
傍聴可能となった段階で進捗状況をお知らせしていく予
定です。

（第25期 部会長　Ｋ棟　齋藤 格）

■インフラ

前回のリベコミでお知らせしたように、今期のインフ
ラ部会では理事会からの諮問を受けてＨ棟西側階段へ
の手すりと照明の設置の検討を進めています。
本件は大きな金額（何百万円も）がかかるような工事

ではありませんが、「すでにある設備の補修・修繕」では
なく「新たな設備の設置」になるため慎重に仕様の検討
を重ね、３月末の現在でようやく見積の取得に進んでい
るという状況です。
来期事業計画にはできるだけ透明性と根拠を持った

数値で予算計上したいと思いますので、引き続きよろし
くお願い致します。

（第25期 部会長　Ｋ棟　土井 勇介）

■植栽

●今期活動計画の実施状況
①植栽業者・花の会との定例会議（月１回）→計画通
り月１回の定例会議を実施し、軽微な剪定・植付け
作業は花の会協力のもと実施。

②Ⅰ棟南面緑地内歩道リニューアル→総会予算承認
済みの計画事業であるため、今期見積もり合わせ
を実施し、業者を理事会へ答申済み。現在工事時
期の調整中。

③花の会内規「会則」から正式に「組合細則」への記
載を検討→細則への明記の前に内規会則と現活動
内容に齟齬がないか確認することとする。

④メインプロムナード改修との連携→３月からは合同
会議を実施し、情報共有を行った。

　今後は業者との協議が植栽工事中心となるため、
植栽部会がその対応を引き継ぐ予定。

（第25期 部会長　Ａ棟　田川 治）

■メインプロムナード

●今期理事会からの諮問内容進捗
メインプロムナード脇小川（北図書室側・北集会室
側・南Ｂ棟側・南Ｄ棟側）＆Ｊ棟前池の用途変更までが
承認【第２４期通常住宅総会】されており、今期理事
会はこれらの仕様・費用・施工業者を再度総会にて議
案上程することとなっています。
今期部会は見積仕様書作成・見積もり合わせ・理

事会答申を実施し、事前現場調査それに伴う仕様・
費用の調整を行い住民説明会～定時総会での提案を
予定しています。

（第25期 部会長　Ａ棟　田川 治）

4月18日（日）、第25期では2回目となる臨時住
宅総会が開催されました。
新型コロナウイルスの感染予防を考慮し、直前に
議決権行使での意思表示のご協力をお願いすること
もあり、皆様のご理解とご協力のもと開催できまし
た事を感謝いたします。

こんにちは。25期の理事長を
務めているK棟の土井です。

早速ですが4月18日に開催された臨時総会で、
エレベーター保守契約の変更(新3棟のフルメンテ
ナンス化)と棟別管理費会計新設に関する議案が
承認されました。議案を作り上げるまでには多くの
困難があり、対応する専門部会を中心に多大な労
力が割かれてきました。関係者のみなさまにはこの
場を借りて改めて感謝申し上げます。
後者の案件に関して少し触れさせていただくと、

この件は“規約と運用に不整合があり規約を改正
することでその状態を是正する”というものでし
た。今後もこうした不整合が明るみになるケース
が出てくると思いますが、そのさいは是正にむけた
理事会の取り組みへのご支援のほど、どうぞ宜し
くお願い致します。
さて、はやいもので今期も残りあとわずかです。

コロナ禍の影響で2か月遅れのスタートとなったうえ
に、9月と4月に臨時総会を開催するという異例の1
年になりました。この短い1年でやれたこと、やりき
れなかったこと多々あると思いますが、しっかり振り返
りをしたうえで来期にバトンをつなぎたいと思います。

第25期専門部会
第25期 第2回臨時住宅総会開催

当日出席 委任状提出 議決権行使 議決権総数

50 248 499 797

■ 第 1 号議案：エレベーター保守内容変更に伴う管理委託業務変更の件
　 賛成 770、反対 6、棄権 21　⇒可決
■ 第 2 号議案：住宅管理費再編の件〈特別決議〉※P5に関連記事
　 賛成 754、反対 13、棄権 30　⇒可決

リベーラガーデン町内自治会
令和2年度会長

井 上 貴 喜

第25期 理事長

土 井 勇 介
日頃より、自治会活動にご理解とご

協力をいただきありがとうございます。
このリベ・コミが皆さまの手元に届く頃には、自
治会も新体制での活動がスタートしていることと思
います。
昨年度を振り返ると、新型コロナウイルス感染
症の影響もあり、校区の行事はほとんどが中止、
リベーラ内の行事についても人が集まる行事や飲
食物を提供する行事は開催を見送らせていただき
ました。
周囲から「今年は何もできないよね」「しょうがな

いよね」といったお声はいただいてはいたものの、
イベントを中止することへのプレッシャーもあり、何
とかやり方を変えてできないか、別の方法で皆さま
へ還元できないか、と役員一同協議してまいりまし
たが、なかなか思うようにいきませんでした。
当面この状況が続き、今後もコロナと上手く付

き合いながら活動を続けていくことになると思われ
ますが、昨年度の反省を踏まえ、微力ながら新体
制のサポートができればと考えております。
今後とも皆さまの温かいご支援とご協力をよろ

しくお願いいたします。

審議結果
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■ 第 1 号議案：エレベーター保守内容変更に伴う管理委託業務変更の件
　 賛成 770、反対 6、棄権 21　⇒可決
■ 第 2 号議案：住宅管理費再編の件〈特別決議〉※P5に関連記事
　 賛成 754、反対 13、棄権 30　⇒可決

リベーラガーデン町内自治会
令和2年度会長

井 上 貴 喜

第25期 理事長

土 井 勇 介
日頃より、自治会活動にご理解とご

協力をいただきありがとうございます。
このリベ・コミが皆さまの手元に届く頃には、自
治会も新体制での活動がスタートしていることと思
います。
昨年度を振り返ると、新型コロナウイルス感染
症の影響もあり、校区の行事はほとんどが中止、
リベーラ内の行事についても人が集まる行事や飲
食物を提供する行事は開催を見送らせていただき
ました。
周囲から「今年は何もできないよね」「しょうがな

いよね」といったお声はいただいてはいたものの、
イベントを中止することへのプレッシャーもあり、何
とかやり方を変えてできないか、別の方法で皆さま
へ還元できないか、と役員一同協議してまいりまし
たが、なかなか思うようにいきませんでした。
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審議結果
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■図書

今期、図書専門部会では、コロナ禍での難しい状況にあ
りながら、部会員の皆様をはじめ各方面の方々からの手助
けもあり、特に大きな問題も無く粛々と運営することが出
来ました。ご協力いただいた皆様にはこの場をお借りして
お礼を申しあげます。
今期の活動内容としましては、前期からの流れを受け、新

刊本の購入、寄贈本の受け入れで蔵書の充実化を図り、また
本を探しやすくするため、部会の開催に合わせて定期的に本
棚の整理整頓作業を行う事を中心に活動してまいりました。
心残りといえば、私自身の力不足もありましたが、コロナ

の影響で期の始まりが遅れたこともあって、新しい取り組み
があまりできなかった事です。
今後は、あくまで理想ですが、図書室の閉館時間の延

長、蔵書のデータベース化、読み聞かせ会などのイベント
の企画、ＨＰを利用しての季節ごとのおすすめ本や各種文
学賞発表と連動しての候補作品や受賞作品の紹介など、
図書室を訪れる皆様がより快適に利用していただけるよう
に、本にまつわる様々な活動を推し進めていければと個人
的には思います。
平日の夕方や休日は小学生を中心に多くの子供たちが読

書や勉強に利用し、また最近は平日の日中にテレワークで利
用される方がいらっしゃるなど、図書室は多くの住民の皆様
に利用していただいており、その資産的な価値は期を追う毎
に高まってきていると思います。
理事会役員の改選の時期が迫ってまいりましたが、部会員

のメンバーが変わっても、図書室が住民の皆様の憩いの場
であり続けられるように、これまでの部会の活動を来期に
しっかり引き継いでいきたいと思います。

（第25期 部会長　Ａ棟　若山 辰吾）

■デジタル化

現在、Mcloudのマニュアルを作成しています。
マニュアル自体は、Mcloud上に存在しますが、やはり

ペーパーで要るのでは？といった意見があったためです。「ク
ラウド上で見てよ！」というのが、正直な気持ちですが、「皆
様に利用していただきたい！」という気持ちが勝っているため
がんばって作成しています。
話は変わりますが、ここ最近デジタル化もしくはＤＸ（デジ

タルトランスフォーメーション）といった言葉をよく聞くように
なりました。※本当は前からあったのですが。コロナの影響が
大きいですね。皆様の勤め先でも話があがっているのでは．．．
では、デジタル化とＤＸの違いは？デジタルトランスフォーメー
ションなのに、なぜ「ＤＸ」なの？素朴な疑問ですよね。
・デジタルトランスフォーメーションなのに「ＤＸ」と呼ばれ
ているのは．．．
『英 語 で はDigital Transformationと 書 きます。
TransformationのTransは交差するという意味がある
ため、交差を１文字で表す「Ｘ」が用いられているのです。
頭文字をとったＤＴだけで　はプログラミング用語とかぶっ
てしまうため、ＤＸという略語になりました。』だそうです。

・デジタル化とＤＸの違いは？
デジタル化は業務効率化などを「目的」として、進め

るものに対しＤＸはそれを「手段」として、変革を進める
もの。単純に言えば、デジタル化で作業効率化を果たし、
プロセス、ビジネスモデルの改革を行い、利益につなげ
ることが「ＤＸ」かな．．．と思っています。※人それぞれの
解釈があると思いますので、個人的意見とさせて下さい。

では、管理組合としてはどうなの？
管理組合は企業ではないので、「デジタル化でいいや」と

思っています。住人の皆様にとって、デジタル化を行うことで、
暮らしが便利になればと感じています。たとえば、リベーラの
敷地内でWiFi接続可能であれば便利だよね！ってな具合で。
専門部会報告の場ですが、コラムっぽくなってしまいまし

た。（報告する事がなかったもので（汗））今後とも、ながー
い目で、あたたかく見守っていただければ幸いです。

（第25期 部会長　Ｊ棟　沖島 英樹）

■コミュニティ醸成

皆さん、こんにちは～
新型コロナウイルス感染が拡大し、コロナ対策等で早や

一年が経ち生活環境も随分と変わりましたね！
マスク・手洗い・ソーシャルディスタンス・リモートワーク

と外出自粛・密での懇親会中止・旅行の制限等、ストレスが
たまる一年になりました。
コロナ感染拡大の終息が見えない中で、リベーラお住ま

いの皆様が、明るく笑顔で過ごせる街になるよう、当部会
としてリベーラ内資産活用の提案・新規施設設置等の提
案・企画を発信して行きますので、お住まいの皆さんも、当
部会へのご意見・ご要望をお待ちしています～。

（第25期 部会長　Ｉ棟　平野 瑞保）

■広報

35号は25期最後のリベ・コミとなります。管理組合やリ
ベーラの暮らしの情報を住民目線で伝えられるよう活動を
重ねておりますが、どうしても皆さまのお手元に届くまでに
時間差があります。HPや別途顧問監修のもと発行されて
おります「理事会だより」を併せて、適宜情報を取得いただ
ければと考えます。様々な人々が共に暮らすマンションで
の「広報」はとても重要で大切な事だと考えます。時代が
流れ、マンションも人と同じように年を重ねます。あれもこ
れもそれも、と多々検討が必要なことが多くあります。年を
重ねるリベーラに合わせ「広報」の在り方を考え、来期に向
けて、限られた人員や私達の貴重な財源のなかで、細くて
も良いから「広報」を通じ、管理組合が住民の方達との対
話を長く続けていくために検討を重ねます。

（第25期 部会長　Ｈ棟　藤安 町子）

臨時住宅総会（４月１８日）で「住宅管理費会計」を「全体管理費会計」
と「棟別管理費会計」に再編する議案が承認されました。
なぜ再編が必要だったのか?何が変わったのか?改めて解説します。
団地会計は２種類あります。
①　「管理費会計」…管理会社への業務委託費やエレベーター保守費、

電気料などを毎月支払うための「お財布」です。
②　「修繕積立金会計」…長期修繕計画に沿った修繕実施の為の「貯金」

リベーラガーデンでは、修繕積立金会計は「団地全体」と「棟別」に分かれていましたが、管理費会計
は１つ、住宅管理費会計（団地全体の財布）しかありませんでした。どの棟でも月額管理費の算出法は
同じです（一律¥140 ／㎡）。一方、１０棟は高さや規模も違えば、エレベーター（EV）数も異なります。
「団地全体の財布」から各棟のEV保守や設備維持費、日常的補修費をすべて拠出すれば、棟によっ
ては不公平感を抱く人がいることは容易に想像できます。
このため、各棟の日常的補修などは各々の棟別修繕積立金を取り崩して実施してきましたが、これ

が管理規約から逸脱していることが、Ⅰ棟部会の指摘で明らかになりました。そこで、管理会社・大和
ライフネクストと協力し管理費会計を抜本的に見直したのが今回の制度改革です。
～下の図をご覧ください。～
簡単に説明すれば、現時点で可能な範囲で、「全体共用部・設備については９０６戸で、棟別共用部・

設備はその棟の区分所有者で保守・維持、補修を負担する仕組み」に変わります。なお、区分所有者
が払う管理費は月額１４０円/㎡で変わりません。９７円が全体管理費会計、４３円が棟別管理費会計
に入ります。

住宅管理費会計の再編と
棟別管理費会計の新設について

いままでは・・・

棟別に分けることができない費用は全体で！

棟によって異なる費用は棟財布で！

住宅保険費など、将来的に「全体」と「棟」で切り分けが可能と思われる費用も一部に残っています。
複雑な作業や１０棟の合意形成が必要ですが、保険更新期などのタイミングに合わせて検討する余地
はあると思います。
誰もが気持ちよく暮らせる団地生活には、区分所有者の「負担の公平性」を高めていく努力が必要です。
まずは、この新たな会計処理を軌道に乗せましょう。 【理事会運営検証専門部会】

【収入】
管理費￥１４０／㎡
駐車場賃貸料
雑収入など

【支出】
管理会社への業務委託費
共用電気料・ガス料
植栽管理費
エレベータ・自動扉保守料
雑排水管清掃費など
余剰金

住宅管理費会計
住宅全体管理費会計

【収入】
管理費￥９７／㎡
駐車場賃貸料
雑収入など

【支出】
管理会社への業務委託費
共用電気料・ガス料
植栽管理費
余剰金

棟別管理費会計
【収入】

管理費￥４３／㎡
【支出】

エレベータ・自動扉保守料
雑排水管清掃費
経常的補修・設備維持費
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かなり遠方からもその存在感を感じさせるマリナタワー（Ⅰ棟）。中には近くで見てみたいと海浜公園
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「芝桜の丘」 「川津桜」 歩道石材もリニューアルします
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日頃より棟部会活動にご理解、ご協力を頂き誠にありがとうご
ざいます。
今回のテーマではマンションの大規模修繕に関しての活動に関

してなんですが、現役員、新役員、修繕員や管理会社、コンサル会
社等と入念に打ち合わせを行い施工会社の選定や修繕品質につい
ての徹底管理を皆様のご協力のもと行っていきたいと思っており
ます。
皆様の大切な資産を守っていく思いを一同持ち大規模修繕工事

に取り組んでいこうと思っておりますのでご協力のほど宜しくお
願い申し上げます。

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。

Ａ棟にお住いの皆様、日頃から棟部会活動にご
理解、ご協力いただきありがとうございます。
今期Ａ棟部会では、第２回目の大規模修繕工事

にむけて24期に実施した建物調査診断の際に発
覚した、複数住居のバルコニーに見られる手すり
の著しい劣化について、修繕員会の方々と協議し
ながら対応を進めてまいりました。
進捗としては、１回目の大規模修繕工事時の手

すり工事の施工会社に１月末に手すりを調査して
もらい、その報告を受け、近々施工会社と胸襟を
開いて協議する場を設けるため交渉をおこなって
いるところです。

日頃より棟部会活動にご協力頂きありがとうございます。
まだまだコロナ禍の中先の見えない日々が続いております。
そんな中今年は桜の開花が早いらしく、リベーラガーデン近隣も一年中

で1番綺麗な季節を迎えようとしています。
当たり前のことが当たり前ではないということに、気付かされたこの頃で

はありますが、早々のコロナ終息を願いながら、棟におけるひとつひとつの
課題を少しでも良い方向へ導き、安心して暮らして行ける様努めてまいりた
いと思っております。これからも、皆様のご協力の程よろしくお願いします。

いつも棟部活動にご協力いただきありがとうございます。
Ｃ棟では建物診断をしていただいたり、エレベーターの改修工

事を実施したときにどのように工事中の不便を解消できるかなど
を棟部会で話し合ったりと、大規模修繕工事に向けての準備をし
て参りました。
棟部会長の任期もあと僅かとなってしまい、これから先のこと

は次期役員の方々にお任せすることになります。今後とも、Ｃ棟の
より良い環境を維持するために棟部会へのご協力を引き続きよろ
しくお願い申し上げます。２年間ありがとうございました。

季節は巡り入園、入学、入社へと、夢と希望に満
ちた若者達の新たなスタートを迎えた令和３年の
春、私共Ｋ棟も築15年振りの修繕工事を以て衣装
直しに取り組んでいます。ここに至る迄、棟修繕
委員会メンバーの多大なるご努力は勿論、理事会
のご承認も頂けたお陰で有り、関係の皆様方へ厚
く御礼申し上げます。
今後ともリベーラガーデン全体の明るく開かれた

素敵な環境を保ち、更なる繁栄を期待しています。

Ｇ棟では、３月の棟部会臨時総会にて施工会社
が決定し、４月より約６ヶ月間の工期予定で修繕
工事が始まりました。
修繕工事期間中は、東公園近くに工事事務所を

設置させて頂くことにより、通行時にご不便ご迷
惑をおかけ致しますことをお詫び申し上げます。
今後は、施工会社から定期的に進捗状況の報告

を受け、修繕委員会と連携し協議しながら進めて
参ります。
棟居住者の皆様には長期に渡りご不便をおかけ

しますが、ご理解ご協力頂きありがとうございま
す。ロビーの掲示板をこまめにをチェックして毎
日の生活にお役立て頂き、ご質問等あれば棟部会
か現場代理人にお声掛けください。

この１年は、それまでのあたり前の日常が一変
してしまいました。そういう中でも、棟部会活動
にはご理解、ご協力をいただきありがとうござい
ました。
おかげで、24期から引継がれた共用部の補修個

所については概ね対処することができました。し
かし、思わぬ個所の不具合が発生しています。念
頭に書かせていただきましたが、いよいよ２回目
の大規模修繕工事に向けて建物調査診断を行いま
す。今後、対処しなくてはならない案件がたくさ
んありますので、棟の皆様には引き続きご協力を
お願いいたします。

棟部会長：渡辺 将司

Ｊ棟理事長の任期も後半に入り、定例会も次第に慣れてくることが出来
ました。
さて、去年も外壁劣化箇所が見受けられ、それに伴い建物診断を行いま

した。調査結果の精査を４月に行いますが、建物全体の外壁改修工事が
迫ってきていると考えられます。又、バルコニーの物干金物の劣化（取替）
も時期を見定めて行っていこうと思います。そして、エレベーター１号機
（非常用エレベーター）の内装工事も予定にあり、業者選定・内容確認を
行っております。近日中に工事が出来るよう調整していきます。他に建物
の気になる点がございましたら申し出頂ければと思います。今後とも皆様
宜しくお願い致します。

今回はお休みです。

ウエストウイングH棟
棟部会長：須佐 公彦

80戸

マリナタワーⅠ棟
192戸

イーストタワーJ 棟
棟部会長：加藤 一郎125戸

オーシャンウイングK棟
棟部会長： 古我 憲治郎

90戸

セントラルイーストE棟
棟部会長：竹下 隆行

103戸

サウスウイングG棟
棟部会長：竹下 賢二

54戸

アベニューイーストD棟
棟部会長：西川 雅彦

51戸
アベニューウエストB棟

棟部会長：寺坂 美智子
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：若山 辰吾

75戸

この稿が届く頃には、手指消毒用にＤ棟各区に設置したディスペンサー
が、不要になっていてほしいのですが、まだまだですかね。
今回のお題が大規模修繕で戸惑っています。やらなければならない夏休みの

宿題のようで、正直ちょっと憂鬱な気持ちにもなります。せっかくなら、何かワ
クワクするような未来へ繋げられる修繕=改築を考えたい、ならばやる気も。
現実的には、懐具合と相談しながら、エレベーターのリニューアルと大規

模修繕の内容、時期をどうしていくかを皆さんの(夢)ご意見を伺いながら、
弛みなく進めていきたいと思います。
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リベーラガーデンの花壇のお花の植え付け、草
取り、花殻摘み、灌水などの作業を年間通して
行っています。
住民の皆さまが忙しい生活
の中で、ふと目にとまった花
壇のお花をみて笑顔になっ
ていただき、心が和んだり、
潤いがもたらされることを
励みに活動しています。

リベーラ花便り　

花の会メッセージ

3月8日は、女性の政治的自由と平等を訴える日として
国連が制定する「国際女性デー」です。
この日にイタリアでは、女性への感謝を込めて、男性か
ら女性へミモザを送る習慣があり、街中が、ミモザを
持った人々であふれかえるそうです。
ミモザの花言葉は「感謝」ですが、これはそんなイタリ
アのステキな文化に由来しています。
ミモザの花はドライフラワーになっても色褪せしにくく、
美しい黄色い花が長く楽しめます。《Ｇ棟北側》

鮮やかに春の訪れを告げてくれる「ミモザ」

水仙の学名はナルシス。
ギリシア神話に登場する美少年の名前です。泉に
映る自分の姿に魅了され、自らに恋をするナルシ
スはやがてやつれ果て死んでしまいます。後にナ
ルシスがいた泉に咲いた白い花がスイセンです。
東西を問わず、人を惹きつける魅力ある花です。
ラッパ型で、ややうつむき加減に咲く可憐な姿
のスイセンは、一度植え付ければ毎年毎年咲
く、なんともお財布に優しい球根花です。
水やりや施肥もする必要がなく、ほぼ雑草(←
失礼)と言ってもいいくらいの逞しいお花です。

早春に咲き、いち早く
春を知らせてくれる花「水仙」

花の広場で住民の方に会うことは
めったにありませんが、この河津桜
が咲く頃だけは違います。多くの方
が見に来られたり、写真を取ったりさ
れています。
花蜜を求めてメジロをはじめ、さまざまな野鳥もやってきます。
「世の中にたえて桜のなかりせば

　春も心は　のどけからます」　　古今和歌集
作者は、当時随一のイケメンと言われていた在原業平です。文
字通り、桜を嫌った歌と思う人はまずいないでしょう。まだ咲か
ぬか、もう散ってしまわぬかと人々を翻弄してしまう、桜は罪な
存在だと詠んだ歌です。桜への愛着は1000年を隔ててもかわ
らないことがわかります。

花の広場の河津桜

リベーラギャラリーリベーラギャラリー

（制作 Ｃ棟　吉田弘子さん）

（制作 Ｄ棟　高先徳義さん）

（撮影
 Ｃ棟　吉田浩二さん）

四季折々のリベーラの
風景をカメラに収めて
らっしゃいます。 ３～４年育てている苔玉の数々。世話

や手入れが大変だけど、子どものよ
うに可愛いとのこと。
部屋や窓から眺めるグリーンは癒し
ですね。

脳梗塞で片手が不自由になり、
自由が効く右手ひとつで作り
上げた力作です。
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２月に購入しました図書室新刊です。
お読みになりましたか？
子ども向けの絵本から、大人向け話題作まで揃っています。
本の紹介をご覧になり興味を持たれた方はぜひ図書室へ！

図書新刊のご案内

あつかったら ぬげばいい

なまえのないねこ

うっかりおじさん

えんとつ町のプペル

さがそう! マイゴノビートル

オルタネート

その裁きは死

たかが殺人じゃないか

心淋し川

推し、燃ゆ

雪の階

百年と一日

本物の読書家

いつの空にも星が出ていた

日没

ＪＲ上野駅公園口

(白泉社)

(小峰書店)

(朔北社)

(幻冬舎)

(偕成社)

(新潮社)

(東京創元社)

(東京創元社)

(集英社)

(河出書房新社)

(中央公論新社)

(筑摩書房)

(講談社)

(講談社)

(岩波書店)

(河出書房新社)

ヨシタケ シンスケ

竹下 文子

エマ・ヴィルケ

にしの あきひろ

やました こうへい

加藤 シゲアキ

アンソニー・ホロヴィッツ

辻 真先

西條 奈加

宇佐見 りん

奥泉 光

柴崎 友香

乗代 雄介

佐藤 多佳子

桐野 夏生

柳 美里

「ヘトヘトにつかれたら」 「ふとっちゃったら」 「だれもわかってくれなかった
ら」 「せかいがかわってしまったら」…。 子ども、大人、おじいちゃんのさまざま
な疑問に痛快に答える!大人も子どもも楽しめる、ヨシタケ式心を緩める絵本。

ぼくはねこ。なまえのないねこ。だれにもなまえをつけてもらったことがない。
「いいな、ぼくもなまえほしいな」。名前を探す野良猫が見つけた「ほんとうに
欲しかったもの」とは?
おじさん自身は、自分がうっかり者だということにちっとも気づいていないのか
もしれないね！おじさんの上品で真面目なおとぼけぶりが楽しいスウェーデン
の絵本。
4000メートルの崖にかこまれ、そとの世界を知 らない町がありました。 町はえんとつ
だらけ。 そこかしこから煙があがり、あたまのうえはモックモク。 朝から晩までモックモ
ク。 えんとつの町に住 むひとは、くろい煙にとじこめられて、 あおい空をしりません。
ぼくたちまいごのこうちゅう。ぼくらのなかまをさがして!ビートルってこうちゅうの
ことだよ。かたいからだをもつ、カブトムシやクワガタムシがこうちゅうさ。400種
類の甲虫が実物大で出ているよ。4歳から。
高校生限定のマッチングアプリ「オルタネート」が必須となった現代。東京のとある高校を舞台に、若
者たちの運命が、鮮やかに加速していく。全国配信の料理コンテストで巻き起こった“悲劇”の後遺症
に思い悩む蓉。母との軋轢により、“絶対真実の愛”を求め続ける「オルタネート」信奉者の凪津。
実直さが評判の弁護士が殺害された。裁判の相手方が口走った脅しに似た方法で。現場の壁にはペン
キで乱暴に描かれた謎の数字“182”。被害者が殺される直前に残した奇妙な言葉。わたし、アンソ
ニー・ホロヴィッツは、元刑事の探偵ホーソーンによって、奇妙な事件の捜査に引きずりこまれて──。
【ミステリランキング3冠！】＊第１位『このミステリーがすごい！　2021年版』国内編＊第１位〈週刊文春〉
2020ミステリーベスト10　国内部門＊第１位〈ハヤカワ・ミステリマガジン〉ミステリが読みたい！　国内篇
一年だけの高校生活。夏休み中に遭遇した不可能殺人。17歳の少年と那珂一兵が解き明かす、哀しき真実！ 
【第164回直木賞受賞！】江戸の片隅、小さなどぶ川沿いに建ち並ぶ長屋。住人
たちは人生という川のどん詰まりでもがいていた。懸命に生を紡ぐ人々の切なる
願いが胸に沁みる感動連作！
逃避でも依存でもない、推しは私の背骨だ。アイドル上野真幸を”解釈”する
ことに心血を注ぐあかり。ある日突然、推しが炎上し――。デビュー作『かか』
が第33回三島賞受賞。21歳、圧巻の第二作。
昭和十年。華族の娘、笹宮惟佐子は、富士の樹海で陸軍士官と共に遺体で
発見された親友の心中事件に疑問を抱く。二人の足どりを追う惟佐子の前に
新たな死が。

この星のどこかにあった、誰も知らない３３の物語

書物への耽溺、言葉の探求、読むことへの畏怖。群像新人文学賞受賞作『十
七八より』で瞠目のデビューを遂げた、新鋭にして究極の読書家、待望の新刊！
表題作のほかに「未熟な同感者」を収録。

好きなチームといる喜び。光輝くスタジアムの幸せ。本屋大賞受賞作『一瞬の風
になれ』の著者が描くどこまでも熱くて、かぎりなく純粋な、人生と応援の物語！

あなたの書いたものは、良い小説ですか、悪い小説ですか。小説家・マッツ夢井のもとに届いた一通の手紙。そ
れは「文化文芸倫理向上委員会」と名乗る政府組織からの召喚状だった。出頭先に向かった彼女は、断崖に建
つ海辺の療養所へと収容される。「社会に適応した小説」を書けと命ずる所長。終わりの見えない軟禁の悪夢。 
一九三三年、私は「天皇」と同じ日に生まれた――東京オリンピックの前年、
出稼ぎのため上野駅に降り立った男の壮絶な生涯を通じ描かれる、日本の光
と闇……居場所を失くしたすべての人へ贈る物語。

本の紹介　（各出版社 HP,Googlebookより引用）著者タイトル

32号で一度掲載させていただきました「管理センター」のサービスを再掲載いたします。管理規約細則編に
記載されていますが、こちらを「保存版」としてお手元に置いていただくと
お役に立つのではないかと思います。また2019年6月配布の「入居のしおり」
にも案内がありますが、無くされた場合、HPで閲覧印刷が可能です。
https://ribera906.net/info/association-info/living/11812

管理センターのサービス紹介

管理防災センター

福岡市西区愛宕浜2-3-5コミュニティセンター内

受付時間　８時～２１時　　092-885-1413
休業期間　１２月３１日～１月３日

利用の際はＩ棟の住民の方
に迷惑がかからないよう騒
音などご注意ください10日前の予約状況により規定以上の日数で

再申請ができます

予約受付

利用時間

利用不可期間

使用料

定員

連泊
（原則）

E 棟ゲストルーム I 棟ゲストルーム ビューラウンジ

★ゲストルーム（Ｅ棟1階 Ｉ棟30階）ビューラウンジ（Ｉ棟30階）利用受付

★管理用駐車場受付（13区画 来客用駐車場として利用）

※ＧＷやお盆休み等の宿泊希望が集中する時期は2ヶ月前から申込みを受け、対応日初日の1カ月前に抽選。
キャンセルなど他詳細はお手元の管理規約細則編：65ページ～ 71ページに記載

予約受付 2カ月前（先着順）
・キャンセル時 返金なし　・5日以上利用 理事長承認必要　・12/31 ～ 1/3事前受付で利用は可
詳細　管理規約細則編：17ページ　　入居のしおり：5ページ

料金 一暦日 ￥300

1カ月前の同日（原則 先着順）

チェックイン　　１５時～１９時３０分
チェックアウト　  ８時～１１時

６名 ２名

連泊不可

３０名以内

３連泊まで

９時～２１時

１２月３０日～１月３日

一室一泊 ￥2,000
※別途シーツクリーニング代が必要

（注）E棟ゲストルームは3人目から1人につき￥1,000ずつ
　　追加料金が発生します

１２月３１日～
１月３日

１時間 ￥850
（空調設備使用料込）

(注)宿泊を伴いますので、チェックアウトが休業日の31日
となる12月30日の宿泊利用は不可となります。

保存版
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管理センターのサービス紹介

管理防災センター

福岡市西区愛宕浜2-3-5コミュニティセンター内
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音などご注意ください10日前の予約状況により規定以上の日数で
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１２月３０日～１月３日
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(注)宿泊を伴いますので、チェックアウトが休業日の31日
となる12月30日の宿泊利用は不可となります。

保存版
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★集会室（Ｅ棟1階/Ａ棟1階/Ｇ棟1階/Ｉ棟1階）・ＡＶルーム

★図書室（Ｃ棟 １階）
使用時間 ９時～１８時 休日 １２／３１～１／３

★コピー（A3 A4 B4 B5）・ＦＡＸ
コピー

宅配便受付 クリーニング受付 自販機（飲料 タバコ） 宅配ロッカー※

衣類洗濯機

くつ洗濯機

モノクロ￥10　カラー￥30 ＦＡＸ ￥30

★その他サービス

★備品

コインランドリー

靴は大人用なら２足　子供用は４足　くつ洗濯機に洗剤はセットされています

９時～２１時

１時間 ￥300
使用人数のうち非居住者が半数を超える…使用料倍額（空調は所定額）
使用責任者が非居住者の場合…使用料３倍額（空調は所定額）

休日

空調設備使用料

１２／３１～１／３

１時間 ￥200

使用時間

使用料

次ページ（１5ページ）をご覧ください。
⇒こちらのサービスでは「安否確認サービス」が提供されています。

   

洗濯 ￥300（30分）洗剤必要　乾燥 ￥100（10分）

洗濯 ￥200（20分）洗剤不要　乾燥 ￥100（20分）

※宅配ロッカーの操作にはFTSカードが必要です。紛失の場合は管理センターまで連絡を。

≪大和ライフネクスト提供サービス≫

★「ふれあいサービス」　⇒高齢者、お体が不自由な方対象

★「すまいるすまいるセット」 ⇒ 全居住者対象

AED…1台 / 台車…1台 / 脚立（110cm）…1台 / 自転車空気入れ（電動）…1台

ふれあいサービス
「ふれあいサービス」は、「高齢者の方」や「お身体の不自由な方」等

からの申し込みにもとづき管理員が以下の業務を行うサービスです。

申し込みが多数の場合は、申し込み数を制限させていただく場合が

ありますので、ご了承下さい。

◎サービス提供時間は1サービスにつき、３０分以内程度とします。
◎共用部分の業務がある場合は、共用部分の業務を優先させていただきます
ので、申込みを受けてからすぐの対応が出来ない場合があります。あらかじ
めご了承ください。
◎申し込みが多数の場合は、申し込み数を制限させていただく場合があります。
◎管理員での対応が難しいと判断された場合は、専門業者（有償）をご紹介い
たします。

サービス提供：管理会社　大和ライフネクスト株式会社

★お部屋の照明管球を交換します。
★カバーの取り外し困難なものはできない場合が
あることをあらかじめご承認下さい。

★交換する照明管球は利用者にてご用意下さい。
★照明器具の交換、清掃は含まないものとします。 

★トイレの排水不良の際、ラバーカップでの通水を
試みます。

★ラバーカップでも無理な場合は、原則は対象者
の費用負担にて専門業者を手配します。

•ご年配者
•お身体の不自由な方

•ご年配者
•お身体の不自由な方

★毎勤務日に１回利用者住戸のインターホンなど
にて安否を確認し、応答がない場合はご登録い
ただいた親族、依頼者連絡先に報告します。

★旅行等で不在になる場合は、事前に管理セン
ターまで申し出てください。

※ご年配者でご本人と
ご親族などの依頼者
双方の了解が得られ
ている場合に限る。

サービスメニュー サービス対象者サービス内容

サービス利用方法

サービス内容

対象者 高齢の方、お身体の不自由な方

登録制：サービス希望者は「ふれあいサービス申込書；承諾書」にて
申請していただきます。①②のサービスは都度申請が必要です。

費用は「無償」
管理員が業務を提供するサービスは以下の内容となります。

注意事項

専有部照明管球
交換サービス①

トイレの排水
不良対応 ②

安否確認
サービス③

※ホッとレスキューでご依頼の際には
　必ず 0120-936-940 におかけください。 
　他の電話番号にて依頼されますと有償対応
での手配となる場合があります。
　あらかじめご了承ください。

水まわりのトラブル

窓ガラスのトラブル

照明器具・管球の交換

建具の修理

電気配線不具合

（駆けつけ及び一次対応無料）

（駆けつけ及び一次対応無料）

（年2回まで無料 3回以降有料）

  年1回まで一次対応無料
  2回目以降有料

  年1回まで一次対応無料
  2回目以降有料

（ ）
（ ）
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住 み 続 け た い 街 へ の 管 理 組 合 情 報 誌

編集

後記

以前リベ・コミ３２号で掲載しました「管理センターのサービス」を今回再掲載しました。
時期的に新しくリベーラの住民になられた方も多いのではないかと思います。お役に立てば幸いです。
先日某所で「すまいるすまいるセット」というサービスがある事も、３２号で掲載していた事もご存知
ない方々がいらっしゃるという事を知りました。
「情報」を伝えるという事の難しさを改めて痛感します。コロナ禍でリベ・コミに掲載するコンテンツ
に困り苦肉の策とも正直言えるのですが、どうか大きな心でお許しくださいませ。正直な広報です（笑）

（Ｆ）

Vol.35
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！

ホームページ
更新中！

ホームページ
更新中！

雲の情景

雲の通り道

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】

https://ribera906.net
リベーラガーデン
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イベントは、コロナ禍を考慮し、予定としています
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