
クリーンな お願い
分別は 正しくできていますか ？

もう一度見直しましょう

★ゴミの曜日違いに十分気をつけて
（物によっては半月も保管場所もないのに置かなければならない）

★生ゴミは面倒ですが、新聞紙等でくるんでからポリ袋へ
（これだけでも、猫、カラス対策に役立ちます）

★生ゴミの中に不燃ゴミを混ぜないよう
（ぐちゃぐちゃな生ゴミの中へ手を入れて取り出す清掃員の気持ちも考えて）

★資源ゴミの缶類は、飲料水、ビール缶のみです
（その他の缶類は火曜日の不燃ゴミへ）

★粗大ゴミが間違われて日常ゴミとして出されています
・枕、座布団、毛布、カーペット、マット類
・カセットデッキ、ラジカセ、レンジ等
・大きめのぬいぐるみ、玩具類、三輪車等
・その他、３０センチを超すような角材、板、木工具

★その他、バッテリー、消火器、タイヤなど
（粗大ゴミにも出せない、産業廃棄物です）

★まず、一人一人の心がけから 、★、、、、

《市》から配布されている【入間市の家庭ゴミの分け方、出し方】表を参考にして決められてい
るルールに従って守っていけば、ゴミの散乱の現状が少しは改善されるのではないでしょうか。こ
れから暑い夏に向けて、朝から気分の悪いことの無いように住民一人一人が気をつけあってきれい
な《ガーデンハイツ》になるようにがんばってみませんか

※ゴミ置き場にラインを引きましたので、それぞれの場所にゴミを出すように、ご協力をお願い
します。
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こうなると大変！！ ラインを引きました

★ 粗大ゴミ《有料》の出し方 ★
まず、クリーンセンターに電話で申し込み、日時が指定されましたら（管理人さん）にお願いし

て、管理人室の前に置かしてもらいましょう。
出されている《粗大ゴミ》を見て

「あっ、これウチのよりも良いもんじゃないの？」
「もったいない」
「ちょうど欲しかった物だ！！」

( )なんて思ったこともあるんじゃないかと思います ^_^;

そんな時には、必ず管理人さんに声をかけてから、お持ち帰り下さい

内緒で持ち帰られると、クリーンセンターの人が取りに来られた時 「品物がない！ ﾒ ど、 ( )-_-
ーなっているんだ？！」とトラブルの元にもなりかねません。

住民一人一人が少しずつルールを守ることにより、もっともっと住みやすく《きれいなガーデン
ハイツ》になっていくんじゃないでしょうか？

＊ クリーンセンター ℡９３４－５５４６
電話予約受付時間 平日 午前８：３０～午後 ５：００

土曜日 午前８：３０～午後１２：３０

粗大ゴミや産業廃棄物を置かれると皆さんに負担が及びます

・粗大ゴミや産廃は各自がクリーンセンター及び業者に連絡します。
・火曜日と土曜日は収集時間が早いので、必ず８：３０までにお出し

下さい

以上の点にご留意されるだけでも、かなり整頓されたゴミ置き場になります。
ぜひ、ご協力をお願いします。

注意！！注意 ！！
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★ 家電リサイクルについて ★

１： 購入したお店 「買い換えるお店」に依頼する場合「 」

リサイクル料金は エアコン： 円 冷蔵庫： 円3500 4600
テレビ ： 円 洗濯機： 円2700 2400
（標準的な料金）

上記機種別金額＋収集運搬料金＝お店に支払う金額
（消費税別途）

２： 収集運搬許可業者」に依頼する場合「

「郵便局」 「リサイクル料金」 「業者に★ で事前に を支払って
依頼する」

★その際、業者に こと「収集運搬に必要な経費」を別途支払う
になります

３：自分で「グループごとのリサイクル拠点」まで運搬される場合

で事前に「 を支払う。その後 する「郵便局」 リサイクル料金」 自分で運搬

Ａグループ拠点 Ｂグループ拠点

松下・東芝・ダイキン・日本ビクター 日立・ソニー・シャープ・三洋・
など アイワ・パイオニア など

１：川越市下赤坂 １：所沢市下富
２：所沢市大字坂の下

＊収集運搬許可業者等不明な点はクリーンセンター（９３４－５５４６）にお問い合わせを！

ＩＴ講習が開催されましたＩＴ講習が開催されました
６月１５日（土）９時～１２時、ガーデンハイツ入間初の試みとして、ＩＴ

講習が集会室にて開催されました。男性５名、女性２名、平均年齢５０歳？で
管理組合理事長の山崎さんに教えていただきました。

始めてパソコンに触れる方、少し文字が打てる方と様々でしたが、パソコン
の基本操作、文書の作成、インターネットの利用等あっという間に３時間が過ぎてしまいました。
また、機会がありましたら皆さんもチャレンジしてみられてはいかがでしょうか。

◆受講者の方に感想をお聞きしました◆

私がパソコンを始めたのは定年後の事でした。
ボケ防止パソコンを始めようと、パソコンショップを覗いたまではいいが、ずらりと並べられた



パソコン、いったいどれを買えばいいのか迷いに迷い、結局買うのをあきらめました。
そんな時、パソコンの通信教育を新聞で知りこれだと思い申し込みました。パソコン機材一式付

きの教材がどさっと送られてきました。この歳に
、 、なって こんなに教科書を勉強できるのだろうか

不安ながらも教科書を毎日少しずつ読みました。

一年後、どうやら一本指打法ですが、文章も打
てるようになりました。そして、今回のＧＨでの
ＩＴ講習会、もっと早くこんな講習会があれば良
かったのに、と思いながら申し込みました。

でも、こんな歳になって、講習会に参加して頭
がついていけるだろうか、途中で居眠りをしない
だろうか、そんな心配が頭の中を駆けめぐりまし
た。講義の初めはごく初歩的なことからの説明、

「うん知っている、わかるわかる」うなずいて聞いていると、そのうちにオヤッと思う解説もあり
ました。でも質問するとわかりやすく解説して下さいました 「パソコンの入力方法で、こんなや。
りかたもあったのか」おかげさまで初歩的なことでも、パソコンのいろいろな操作方法があること
を知りました

インターネットの講義にはいると、やっぱり初体験なのでちょっと難しい 「実際にパソコンを。
動かして、インターネットを試して下さい」そう言われても、何をインターネットで見ればいいの
か思いもつかない。でも、今回は初歩的な講習会だからと、自分に言い聞かせて納得する。

３時間の講習会は、講師のわかりやすく巧みな話術で退屈することもなく、本当にあっという間
に過ぎてしまいました。講義の先生には本当に感謝しています。３時間もの間、一生懸命説明して
くださり大変だったと思います。でもこれに懲りずに、またの機会に講習会を開いて下さるようお

○○様願いいたします。

講師になられた人に、まずご苦労さまでした。第１回という事ですし、これからどう発展してい
くのかわかりませんので、是非もう一度開いて下さい。よろしくお願いします（ＩＴ化は避けて通

Ａさんれないと思うので）

お世話になりました。想像以上に理解を深めることができました。初心者にとっては、その時は
わかったつもりでも、家に帰ってパソコンに向かうと思い出せないことが多いので、講師をなさる
方はご苦労でしょうが再度このような機会を作っていただくと有り難いです。欲を言わせていただ
くと、パソコンを数台用意していただくと、尚、勉強しやすいと感じました。今後ともご指導をお

Ｂさん願いします。

楽しく講習を受けさせていただきました。いろいろと聞き、自分でつまずいていたところがあり
ましたが、何カ所も解決できました。パソコンマニュアルを元に、はやく使いこなせるように努力
をしたいと思っています。

、今回のＩＴ講習会に参加をさせていただき
人に接することが楽しく、またマンション内
の交流ができたことを実感しました。楽しい
時を過ごさせていただき、開催をした役員の
皆様、ありがとうございました。

○○様

最近パソコンを購入したので、少しずつふ
れてはいたのですが、思うようにできずにい
たところ、ＩＴ講習会の募集があり、この機
会にチャレンジしようと思いました。山崎理
事長のわかりやすい教え方とテキストで私に
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もできるかな？と言う気持ちになりましたが、元来、機械音痴の私なので文字だけでも徐々に速く
打てるようになればと思います。そして、インターネット・メールも使いこなせればと思います。
今日は有り難うございました。 Ｃさん

防火管理者資格取得講習会を受講して
岩上 ○ ○

平成１３年９月に発生した東京都新宿区歌舞伎町雑居ビル（４階建）火災では、４４人の死者を
出す大惨事を引き起こしました。原因は、非難階段に置かれた多量の物品から出火した。放置され
た物品が邪魔で防火戸が閉鎖できなかった、等。死者のほとんどは、一酸化炭素中毒によるものだ
そうです。これを契機に防火管理にかかわる消防法が強化され
ました。

去る６月２７日、２８日の二日にわたって、埼玉県西部広域消防本部（飯能市）で行われた講習
会を受講しました。これには狭山市、入間市、西部地区在住の方、合わせて１１８名の方が受講さ

れました。大変多くの方が防火管理に感心をもっていられることに驚きまし
た。

講習は、防火管理のあり方、消防用設備・施設について、自衛消防活動と
訓練、危険物の安全管理、地震とその対策、効果測定、等、防火管理者とし
て知っておくべき基礎知識について、法律条文を交えた内容でした。私にと
って一般的な防火知識はあったのですが、聞き慣れない用語、非常に多くの
内容が二日という短い期間で講義されたため、頭が混乱してしまいました。

当マンションは 防火管理を行わなければならない防火対象物 であり 消防法第８条では 防、「 」 、 「
火管理者」を定め対象物の防火管理を行うことを義務付けています。今回の受講したのは、当マン

、 、 。ションの管理にあたりこの防火管理者が不在なため その資格を取得し これを選任するためです
おかげさまで無事講習を修了し、資格を取得してまいりました。

講習を修了して、住民の一人として思ったことです。当マンションの防火管理体制はだいじょう
ぶだろうか。二百数十世帯と大変多くの方が住んでいられますが、実際に火災、地震、等の災害が
発生した場合、私たちはどのような行動をとればよいのだろうか。パニックにならないだろうか。
どの経路を通ってどこへ避難したらよいのだろうか。ちょっと不安になりました。私は正直に言っ
て、消火栓が通路に設置されている以外にどこにどんな消防用設備・施設があって、どのように使
ったらよいのかまだわからない状態です。

火災の原因の多くは、私たち人間の不注意によるものです。普段からの出火防止が大切です。地
震は、未然にこれを防ぐことはできませんが、発生したときに被害を最小限に止める備えをしてお
くことはできます。これを機会に住民の皆さんと一緒に防災管理について考えていきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

生活環境改善委員会の発足について
山崎 ○ ○

今年度、生活環境改善委員会委員長を務めさせていただくことになり
ました山崎○○と申します。どうぞよろしくお願いいたします。自治会

、 、の仕事も不慣れで勉強中のところを 生活環境改善委員会まで引き受け
大変不安なところですが、引き受けました以上ガーデンハイツの皆様の
お役にたつように、微力ながら最善をつくしたいと考えております。
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生活環境改善にかかわる様々な諸問題を解決していくためには、管理組合理事
会と自治会役員会の連携が不可欠であり、両組織の審議機関として生活環境改善
委員会が昨年度発足しました。今年度は前年度からの引き継ぎ事項「構内違反駐
車の取り締まり巡回について 「火災・地震等の災害時における体制作り」を中」
心に取り組み、その他の事項についても順次検討していきたいと思います。わか
らないことも多く、ご迷惑をかけることがあるかと思いますが、皆様のご理解と
協力をお願いいたします。

第３５回主婦玉入れ大会

さる７月７日（日）東金子地区体育館にて（参加チーム数２７）主婦玉入れ大会が開催されまし
た。

試合は４チームで予選リーグを行い、勝ったチームが決勝トーナメントに進出します。予選３試
合でそれぞれのチームと３０秒ずつ２回行い、入った合計（一人４個）の玉数で勝敗を決めます。

当日は、ガーデンハイツからも１チームが意気揚々と参加しました。

結果は残念なものになりましたが（笑 、和気藹々と楽しく参加できたことに対し、本当にあり）
がとうございました。また、皆様のご協力に感謝いたします。

参加して下さった皆様に一言頂きました。

＊４０個入れるチームは練習をたくさんするんだろうなと感心して見ていました。３０個入
れられなかったのは残念！！

＊暑かった中で、なかなか入らなくてチョット悔しかった

＊トーナメントに進出できなくて残念！！来年に向けてが・ん・ば・ろ・う

＊予定通りの成績（？）でしたが、和気藹々とした雰囲気の中、とても楽しませていただき
ました。

＊あまり活動しませんでしたので、申し訳なく思います。

以上参加して下さった方々の感想でした。
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♪♪愛して、恋して、惚れた道 ♪♪

管理室 吉野

管理人の仕事っていつも何をしているんだろう？事務所に座っている
だけで、楽そうに見えません！その通りなんですよ 、何事もなけれ、、
ば？ 、多くの方とふれあい、駄弁ったり、笑いあい、時にはちょっぴ、
り叱られたり、爽快な日々に感謝しています。この様な呑気な管理人な
のに、多くの皆様から何事によらず相談を寄せてくれたり、悩み事など
寄せられたりしていると、少しは頼られているのかな～？とうれしくも感じるものですが、反面、
居住者間のトラブルやご不満はすべて満足のされる処理ができるはずもなく、小さなかわいい胸が
《寝言を言うなの声有り》疼くのです。

仕事ですから当然苦痛や困難なできごとにも遭遇します。その中で一つでもうまく解決した時な
ど管理人冥利に尽きますが、逆の場合が重なると、気分も憂鬱になります。それが理由ではありま
せんが、数年前から変な症状に悩んでいます。睡眠中に電話、チャイム、警報盤等が鳴ってもいな
いのに、鳴った気がしてがばと飛び起きてしまうのです。度重なると、寝付かれなくなり不眠症に
なるのです。

仕事柄、鳴っても気づかないよりは宜しいかなと思ってはいますが？医師からは心的外傷ストレ
ス障害などと立派な病名をもらいましたが、職業病の一種だと思っています。最近では休日を利用
し、田舎の自宅へ帰り体調改善に努め、だいぶ復調の兆しが見えてきました。ただ休日とはいえ、
管理室を不在にしますので住民や組合員にご迷惑をかけ心苦しく思っています。その他、ご不満ご
批判等も頂いている

のですが、それでもこの仕事から逃げる気はしないのは、もちろん、多くの皆様から常に変わらぬ
、 、 、ご支援と 日頃からの温かい励ましが大きな要因であることは間違いない事実ですが それと共に

私がこのＧＨを深く強く愛しちゃったんです。片思いではありますが、恋して惚れたこのマンショ
ンで、住民の皆様が楽しく暮らせるよう、少しでもお役に立てる管理人を目指し、この道を模索し
ながら歩き続けたいと思っています。

一層のご指導を仰ぎながら 、、、、

幸いに、健康診断、異常なく
生きる地獄を、這いずる算段

つ も り

ＧＨニュース

５月８，２１日：共用栓（清掃員さんが使う水道）を解放するいたずら
有り（水道料金の増加につながるので気がつかれた方
は注意しましょう）

５月１４日： 毎夜、ゴミ置き場に止まっている車があるので注意し
てと苦情有り（ゴミ置き場は駐車場ではありません。
気をつけましょう）

５月２０日： 漏水事故発生、トイレのつまりが原因
（ペーパーの使い過ぎかも 、ラバーカップを用意し、
ておくと便利です）

はなみずき （ ）7



５月２３日 子供のボール遊びからテラス側のガラスが割られる
（ボール遊びをする時はきをつけてね）

夏休みです。子供さん達には社会勉強になる貴重な期間です。せっかくの楽しい時期にけがをし
たり、事故に遭わないよう、各ご家庭で十分な指導とご配慮をお願いします。そして、この得難い
時期を利用され、ガーデンハイツ内におけるモラルやマナーをしっかり教えて下さい。

例えば花火などする時は、子ども達だけで遊ばせない、終わったら火とゴミの後始末をきちんと
教える。構内共用廊下や階段であるいはエレベーター内で遊ばせない（騒音と通行の邪魔になり多
くの皆様が迷惑している 、またテニスコート下の調整池周辺や駐車場石垣上を走り回ることは危）
険であること等、言い聞かせて欲しい事柄です。夜遅くまでゴミ置き場周辺でボールを壁に投げて
遊んだりしていると音が響いて、周辺のご家庭は大変迷惑をしているのです。自分のしている行為
が人に迷惑をかけているか、考える習慣を教えていただくと有り難いです。

一部の子供さんやご父兄の方からうるさい管理人といわれていることも承知していますが、危険
な遊びや迷惑な行動を見かけた時は住民の皆様も一声かけて注意を促して下さい。そして子供さん
達がけがや事故のない夏休みを過ごせるよう、一段のご協力をお願いします。これら小さなマナー
やルールを教えることから、私達が求める住みよい環境を作り上げる基本だと思います。

八津池夏祭りのお知らせ

例年通り、今年も八津池夏祭りが開催されます。

今年は７月２７日、２８日に開催されます。時間は２７日が午後１時か
ら２８日は午後３時からです。土曜日はカラオケ大会、盆踊りなど、日曜
日は御輿（午後１時から八津池公園）と山車（午前１０時から）が中心。
いずれも自治会及び子ども会の出店がありますので、夕涼みがてらぜひお
出かけ下さい。

なお２６日の午後７時から八津池会館ホールで前夜祭シネマ「ハリーポ
ッター」が上映されます。

詳細は「お楽しみ券付き夏祭りのご案内」を各個に配布いたしましたの
で、そちらもあわせてご覧下さい。

編集後記

いよいよ本格的な夏が始まります、事故や夏ばてに気をつけて暑い夏をがんばって乗り切りまし
ょう！！

広報部

（ ） はなみずき8


