
第１７期自治会長に就任して
○○○号室 小泉

皆さん、こんに
ちは。私はこのた
び当ガーデンハイ
ツの自治会長に就
任した小泉と申し
ます。以後、お見

。知りおきください
「はなみずきに就

任の挨拶を」という依頼があり、何を述べよう
かあれこれ考えましたが、まずは自己紹介をさ
せていただきます。

私は都内文京区の専門商社に勤めておりまし
て、人事、総務を担当しております。年齢は若
干４２歳。歴代自治会長の誰よりも若いと思い
ますし、自分でも頼りないと感じる部分が多分
にありますが、会員及び役員の皆さんのお力を
借りて、皆さんに楽しんで参加していただける
ような自治会活動を目指そうと思います。

これは自治会活動に対する私なりのビジョン
でもありますが、これからの時代を担う子供達
あるいは若い世代が上手に地域社会ととけ込め
るような、身の丈にあった、地に足のついた活
動をしていきたいと思っています。何も肩肘を
張って背のびをするつもりはありません。マン
ションという特殊性と自治会発足後わずか１６
年という歴史の浅さを思えば、近隣の古くから
ある自治会のようにはいかないでしょう。また
それを一足飛びに望んでも空回りするばかりだ

と思います。でも私達大人にとっては地元意識
が薄いこの地も、ここで生まれ育ち、あるいは
物心もつかない頃に引っ越してきた子供達にと
っては「ガーデンハイツ」は紛れもなく故郷で
あり、楽しい思い出が一杯詰まった宝箱である
ことは間違いありません。一緒に幼稚園、小学
校に通うお友達、お父さんやお母さんと遊んだ
水公園、おこづかいをもらって夜店でかき氷を
食べた八津池夏祭り。その一つ一つが幼い頃の
私達が故郷で経験してきたことだと思うので
す。

自治会には地域社会との交流といった外向け
の面と「ガーデンハイツ」としての活動という
二面があります。会長をお引き受けして初めて
判ったことですが、外向けの行事のなんと多い
ことか。学校の入学式、卒業式、運動会などの
来賓として呼ばれ、近隣の神社仏閣の例祭に呼
ばれ、入間市○○協会といった団体の会合へ出
席 、と数えてみると毎週のように行事があ、、
ります。そういう外向けの面は会長をお引き受
けした以上精一杯努めようとは思いますが、そ
れ以上にガーデンハイツにお住まいの皆さんが
仲間意識を持っていただけるような活動、言い
換えれば「ガーデンハイツ村活動」をどんな形
にせよ是非とも実現したいと思いますので、皆
さんのご協力をお願いし就任の挨拶とさせてい
ただきます。

１７期管理組合理事会のスタートを迎えて
○○○号室 山崎

―― ――はじめに

ガーデンハイツに入居してから早１６年が
経過しました。入居当時、長女はまだ「赤ち
ゃん」でしたが、今年から高校生です。これ
までの家庭生活を振り返ると、様々な思い出
が目に浮かんできます。でも、ちょっと問題
が・・・それでは、これまでの管理組合運営
に対する想いはとなると・・・近年の状況は

ともかく、振り返ってみてもあまり目に浮か
んでこないのです。今の自分としては、ちょ
っと反省をしているところでもあります。

昨年度は、自治会の副会長として自分なり
に努力してきましたが、出発当時、役員経験
もない自分でしたので、相当な不安があった
のも事実です。
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でも、この１年
間の様々な活動を

、通してきたことで
自治会運営のあり
方について、多少
なりとも勉強でき
たことは、自分に
とって有意義なも
のでした。また、

これまでご努力・ご協力をいただいた前期役員
の方々に、この場を借りて感謝申し上げます。

１７期管理組合理事会のスタートを迎えて、
理事長としての職に就任することとなりまし
た。理事会運営については、また最初からの勉
強になりますが、皆様のお役に立てるよう努力
していきたいと考えています。

―― 今期は何をするべきか。――
総会資料にも添付されていましたが、前期理

事会からの今期への引継課題には、かなり重た
いものがあります（嫌みではありませんのでご

11容赦を 。そういえば 「はなみずき」の第） 、
号（ 年 月 日発行）にも「今、すべき2002 1 20
こと」という題で、前期理事長の談話が掲載さ
れていたことを思い出しました。

ひとつは「マンションの建替えをどう考える
か」という点です 「ん・・・」難しい課題で。
す。マンションは、いったい何年もつのだろう
か。マンションの普及・大衆化に伴い、老朽化
・スラム化問題、さらには建替え問題がたびた
びマスコミ等に取り上げられるようになってき
ているのも現状です。

コンクリートという言葉からは「半永久的」
な物をイメージしますが、現実に建替えにまで
至ったマンションの実例を見ると、建築後２５
年から３０年経ったものがほとんどであると聞
いています。でもそのいっぽうで、マンション
の耐用年数（寿命）については、現段階では科
学的データが不十分であり、確定的な数字はあ
りません。日本建築学会工事仕様書によると、
通常で６５年、高耐久性構造で１００年と解説
されています。

でも、これで安心してはいけません。鉄筋コ
ンクリートが長持ちするのは、建物を支える鉄
筋（梁や柱）をアルカリ性のコンクリートがお
おって空気との接触を遮断し 鉄部が錆びる 酸、 （
化する）のを防いでいるからです。しかし、長
い年数を経過すると、コンクリートが空気中の
炭酸ガスと化学反応を起こし、アルカリ性だっ
たコンクリートがしだいに中性化し、鉄部が錆
びやすくなり耐久性が弱まってきます。特に、
コンクリートを劣化させているのは外気に通じ
る隙間です。

当マンションでも定期的に多額の費用を費や
して、建物の外装を塗装し直していますが、建
物の寿命を長くするための一番有効的な手段な
のです。

いきなり、長期修繕委員会からの報告みたい
なことを述べてしまいましたが、建替えの検討
にあたっては、技術的な問題のほかに、考えな
ければならない課題が、まだまだあります。そ
れは、建替え費用をどうするかという点です。
これも頭が痛い問題です。

民間の金融機関の返済期間は、変動金利型で
最長３０年の融資が受けられるのが一般的で
す。また、住宅金融公庫の場合でも、中古マン
ションの場合は築１７年以内で最長２０年とい
うことですから、合計で建築後３７年までなら
融資するという計算になります。これらのこと
を踏まえ、融資を受けられる担保としての価値
を評価すると、建替えの目安は３０年というと
ころでしょうか。

いずれにしても集合住宅の場合、建物の共有
部分の手入れをするのは管理組合であると同時
に、所有者全員です。日常の小さい修繕が、大
きな破損をくい止めてくれることも事実です。

確かに、こうして考えてみると 「当マンシ、
ョンの建替え案についても、そろそろ検討する
時期に来ている」というのも現実ですね ・・。
・それにしても、頭が痛い課題です。

もうひとつ大事なものは 「ハード的な面」、
のほかに「ソフト的な面」の対策も必要といえ
るでしょう。当マンションには、火災や大地震
などに備えた 災害対策に関するマニュアル 手、 （
順書）が整備されていないのが現状です。

平成７年に発生した阪神・淡路大震災や過去
の災害事例の教訓を生かし、国をはじめとする
行政機関では、災害対策基本法（地域災害の予
防や被害の拡大を防止するなどのために国が設
けた法律）を基に、様々な防災体制の確立に向
けての整備を推進しているところです。入間市
においても 「市地域防災計画」について近年、
見直しが図られ、市民の生命や身体、財産を災
害から保護するために、災害時の迅速、的確な
応援活動体制や多様な救護・救助支援等の体制

を確立し、防災対策を進
めています。

当マンションにおいて
も、今後、災害時に関わ
る施設の改善、避難・救
護活動等の体制整備を進
め、だれもが安心して生
活できるよう自治会と連
携・協力を進める必要が
あります。



―― 最後に ――
「１７期管理組合理事会のスタートに向け

て 、これまで、大きな課題についてのみ述べ」
させていただきましたが、このほかにも、生活
環境改善に関する身近な課題も多数あることを
痛感しています。

大きな課題への対応は、慎重な検討と総会で
の十分な審議を尽くす必要があり、今すぐ解決
できるというわけにはいきませんが、こうした
大きな課題も念頭に置きながら、今期理事の方

々と協力して、小さな問題から解決できるよう
努力していきたいと思っています。

、「 、 」また 透明性のある わかりやすい理事会
の運営に努めてまいりたいと考えておりますの
で、しんまい理事長ではありますが、管理組合
・自治会の各役員の方々にはもとより、是非と
も住民各位におかれましても、前期同様、理事
会運営・活動にご理解・ご協力を賜りますよう
お願いいたします。

「ＧＨ入間」管理組合 第１６期総会の報告
３月３１日午前１０時から集会室で管理組合の総会が開催され、審議された案件はすべて承認さ

れて、第１７期理事会に引き継がれました。

（１）第１号議案：第１６期管理組合決算報告及び承認
（２）第２号議案：第１７期管理組合役員候補の紹介及選出
（３）第３号議案；第１７期予算説明及び承認
（４）第４号議案；管理委託契約更新の承認

提案案件審議結果 賛成者内訳

提案議案 賛成 反対 議決 出席者 議決権 委任者

１号議案 １８６名 １名 承認 ４５名 １０２名 ３９名

２号議案 １８７名 ０名 承認 ４５名 １０５名 ３７名

３号議案 １８６名 １名 承認 ４５名 １０１名 ４０名

４号議案 １８６名 １名 承認 ４５名 １０２名 ３９名

第１６期総会は、出席者４５名議決権行使者１４１名が参加して、議長に松山理事を承認し、４
件の総会提案議案の審議が行われました。

総会議案審議に先立ち、遠藤理事長より第１７期管理組合理事会への引き継ぎ課題について、施
設修繕課題、管理費の見直し問題、管理組合運営に対する内容説明がなされ、第１６期理事会の活
動報告をまとめて報告がありました。

第１号議案は、会計担当山崎理事から提案内容の報告があり、監査結果も正常に処理されている
ことが野崎監事から報告されて承認されました。

第２号議案は新理事の候補の紹介があり、参加者・出席者の満場一致で承認され新体制に引き継
がれました。

第３号議案・第４号議案は、山崎新理事長から提案内容が報告され、第１７期予算案承認と「Ｇ
Ｈ入間」管理委託契約を西新サービス（株）と引き続き行うことで総会承認され、第２６期総会を
閉会しました

書記担当 山田
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つばさ子ども会から
中 島 由美

早すぎた桜も終わり、公園に咲くハナミズキ
を心待ちにする季節になりました。つばさ子ど
も会も６名の新しいお友達を迎え、会員数５６
名で平成１４年度がスタートしました。

前年度からの引き継ぎ、配布物、地子連と馴
れないことに追われていますが、子ども会とし
ては四月の廃品回収から実質的な活動となりま
す。年間の行事を通して子ども達の心に残る活
動ができたらと・・・と思っています。

今年度の子ども会の活動に対する住民の皆様
のご理解、ご協力をいただけますようよろしく
お願いいたします。

年間活動予定
４月 新入生紹介状配布
７月 交通安全映画会（東金子公民館）

７，８月 ラジオ体操（ＧＨテニスコート）
１月中旬 埼玉郷土カルタ地区大会

（東金子公民館）
３月下旬 ６年生を送る会（未定）

各月第２日曜日 廃品回収（Ａ・Ｃ棟ホール）
廃品回収のお願い

回収時間：午前９時半
回収可能物：雑誌、新聞紙、布類、段ボール

お菓子の空き箱、牛乳パック等
できるだけ子ども会にお出しください。皆様

のご理解ご協力をよろしくお願い致します。

自治会 からのお知らせ
★ 自治会の行事（８月まで） ★

８月までの自治会行事をお知らせします。な
お、日程の詳細についてはその都度ご案内いた
します。

・５月後半 東金子地区グランドゴルフ大会
・６月上旬 市民清掃デー
・７月前半 東金子地区主婦玉入れ大会
・７月下旬 八津池夏祭り

５月は自治会費の集金月となっています。ま
た、各種団体から募金のお願いも順次ご案内が
ございますので、会員各位には何卒ご協力をお
願い申し上げます。

★ 自治会役員の紹介 ★
以下の通り決定しております。１年間よろしくお願いいたします。

役職 　 氏名 役職 　 氏名号室 号室

会長・第２６区長　　　　　　　　　　　　　理事・班長（安協理事）

副会長・ ・班長　　　　　　　　　　　理事・班長（安協理事第 ２ ６副 区 長

副会長・ ・班長　　　　　　　　　　　理事・班長（広報第 ２ ６副 区 長

会計・班長　　　　　　　　　　　　　　　　　理事・班長（広報

理事・班長（書記）　　　　　　　　　　　　　理事・班長（広報

理事・班長（体協幹事　　　　　　　　　　　理事・班長（広報部

理事・班長（体協理事　　　　　　　　　　　理事・班長（広報部

理事・班長（ 　 　 監査役体 協 理 事 補 佐

理事・班長（体 協 理 事 補 佐
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管理組合役員紹介
今年度は以下のように決定しております。よろしくお願いいたします。

役職（担当） 氏名号室

理事長

副理事長（管理費・施設修繕）

会計（施設修繕）

書記（生活改善）

施設営繕（施設修繕・長期修繕）

生活改善（生活改善）

施設管理（自転車・テニス）

防災・自治会（生活改善）

広報（編集長・生活改善）

広報・副書記（編集・生活改善）

監事

長期修繕委員

長期修繕委員

長期修繕委員

管理室 吉野 ９６３－＊＊＊＊

集会室 ９０１－＊＊＊＊

ＧＨニュース

【２月】
４日：バイク置き場駐車位置に間違いがある

との苦情有り、移動させる
８日：Ｃ棟下の側溝の鋼蓋の騒音がするとの

連絡有り、ゴムを引き直す
１２日：ベランダへ煙草の吸い殻が落ちてきて

困るとの苦情有り

１４日：ベランダで魚を焼いていて煙で迷惑し
ているとの苦情有り、該当者宅に注意
する

１６日：エレベータ２号機が汚物が散乱してい
るとの連絡有り、清掃する

２７日：自転車の置き方が悪いと直接ドアポス
トに投書され、文面の内容がひどすぎ
ると苦情を受ける



【３月】
３日：２Ｆ居住者から上階のペット騒音等に

ついて再度組合に善処するよう要望あ
り

１９日：窓から飲料水など投げ捨てて困るとの
通報、該当者宅に注意する

２２日：８Ｆでメーターボックス内に水がたま
るとの連絡、給湯器からの水漏れ

ガーデンハイツ
新１年生のみなさん

ご入学、おめでとうございます。

五十嵐 翼（いがらし つばさ）君
植野 優 （うえの ゆう）君
神島 航海（かみしま かずみ）君（弟）
神島 勇帆（かみしま ゆうほ）君（兄）
佐々木 颯也（ささき そうや）君
恒松 幸代（つねまつ さちよ）ちゃん

６名の可愛い新入生に声をかけ
てあげてください。危険な遊びや

「 」登下校時には 車に気をつけてね
と声をかけ、暖かい目で見守って
あげましょう。

ポンプの頭脳を交換します

管理室業務報告より

生活に欠かせない大切な「水 、この水は電」
気室にある２台の揚水ポンプによって、皆様の
ご家庭に送水されています。２台が交互に運転
し、深夜のように使用量が減ると休息する、こ
れが正常な運転状態です。

ところが、昨年１１月頃から「あれれ」と思
われる兆候が見られ、その後の業者の点検等に
より、異常が確認されました。それは、１台の
ポンプが昼夜の区別なく働き続け、もう１台は
欠伸をしながら休養しているのです。休んでい
るポンプが故障をしているわけではなく、オー
ケストラの指揮者が不在みたいなもので、全体
をコントロールする脳神経にあたる部分に支障
が起きているのです。つまり制御盤に故障があ
ります。これを交換しないと、今運転中のポン
プが万一故障した場合、お休み中のポンプが稼
働してくれるか、保証の限りではありません。

、 、組合も事態を重く見て １７期予算に組み入れ

今回理事会の承認を得て工事発注の運びとなり
ました。

私も毎日電気室に通っては、可愛い胸を痛め
心配しておりましたが、これで一息ついた感じ
です。５月中旬もしくは６月初旬には工事が実
施されると思いますが、この際合わせて、ポン
プのオーバーホールつまり分解掃除も合わせて
行う予定です。

日程が決まり次第、掲示を致します。その時
は数時間断水になりますが、ご理解ご協力のほ
ど、よろしくお願いいたします。

淡々と
た ん た ん

事なく終わる巡回に
こ と お じ ゅ ん か い

月マンションを
つ き

青く囲いて
あ お か こ

ぼんやりと
湯船に浸る温かさ
ゆ ぶ ね ひ た ゆ る や

かすかに西風の
に し

気配はあれど
け は い

吉野 作

【編集後記】

今年の桜は例年より２週間も早く開花し、私
達の目を楽しませて、あっという間に葉桜にな
ってしまいました。１７期第１号の「はなみず
き」を大勢の人の協力を経て発行することがで
きました。今回は内容が盛りだくさんで、少し
読みにくくなってしまったと思います。

今後とも楽しい話題が提供できる広報誌「は
なみずき」にしたいと思います。皆様のご協力
をよろしくお願いいたします。

＊平山、磯崎、山崎、廣瀬＊

（ ） はなみずき6


