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 管理組合理事長に就任し

て２期目を迎えることとな

りました。 
 前期の就任時には、「何を

やるべきか？」と戸惑いも

ありましたが、また「今期

は何をやるべきか？」という日を再び迎えています。先般、第１回定期理事会を開催いたしましたが、
今期はマンション管理の適正化の推進に向けて、理事全員で「月例の理事会には、毎回勉強会」とす

ることといたしました。 
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「マンション管理適正化法」といいます。）お

よびマンションの管理の適正化に関する指針（以下「マンション管理適正化指針」といいます。）が平

成１３年８月１日に施行されてから１年半以上の月日が経ちました。この法律および指針には、管理
組合としての努力義務や区分所有者としての役割義務が定められています。 

しかしながら、私たち管理組合役員は、この法律の内容もさることながら、ともすると、この法律

が存在することさえも知らない状況下で、これまで実施してきた業務の取り決め・慣例等に習って、

役員としての努めを行っています。また、こうしたことで「何が適正なのか。適正でないのか？」と
いうこともわからないまま、「ただ大変だった。」という思いだけで次期の役員へ交替しているのが現

状です。今後は、この法律および指針の施行により、これまで以上に積極的にマンション管理の内容

を理解し、管理の向上を図らなければならなくなりました。 
 当マンションは、先輩役員の方々の努力で、これまでも適正な管理組合運営が行われてきました。

しかし、一般には役員といっても私を含め、マンションの管理や管理規約・細則、その他関係法令に
精通した人たちは、マンション内にはそう多くはいないのが現状です。また、マンション一般にいえ

ることですが、共同生活に対する居住者間の意識の相違、管理に対する他人任せの姿勢、価値観の違

いなどから、良好な維持・管理が難しいのがマンションの現状です。 
国が管理組合に対して、「管理組合の管理のあり方」を示したマンション管理適正化指針を出すこと

になったのは、今まで放置されていた管理組合の運営に対しその責任の重視と、その自覚を明確にす

る必要があったためだと思われます。国は、マンション管理の適正化の推進において、管理組合およ

び区分所有者が役割を果たすこと、また、管理組合や区分所有者が応分の負担と協力をしながら、組

合員全員で「自分たちの財産は自分たちで守る」ことを基本に考えているのです。 
 こうした背景を踏まえ、第１８期理事会では管理組合の会計処理のあり方など、マンション管理に

関する勉強会を実施するとともに、「せっかく覚えた。苦労した。」というような役員経験を無駄にし

ないよう、この１年をかけて「管理組合理事会の運営等に関する業務の円滑化推進マニュアル」の作

成に取り組むことといたしました。 
 マンション管理適正化法および同指針の内容については、次の機会にご案内したいと考えておりま
す。今期も、皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。 
 

管理組合理事長 山崎 ○○ 
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役職（担当） 部屋番号 氏  名 
理事長 ３１９ ○○ ○○ 

副理事長（管理費・施設修繕） １０６ ○○ ○○ 

会計（施設修繕） ７０４ ○○ ○○ 

書記（長期修繕） ２０９ ○○ ○○ 

防災・施設営繕（施設修繕・長期修繕） １１１ ○○ ○○ 

自治会・生活改善（生活改善） １１６ ○○ ○○ 

自治会・生活改善（生活改善） ４２０ ○○ ○○ 
施設管理（自転車・テニス等、生活改善） ５２７ ○○ ○○ 

広報（編集長・生活改善） ７１３ ○○ ○○ 

広報・副書記（編集・生活改善） ７１８ ○○ ○○ 

 

監事 ７２１ ○○ ○○ 

 

長期修繕専任委員名簿 
役  職 部屋番号 氏  名 

長期修繕委員 ３１８ ○○ ○○ 

長期修繕委員 ６０２ ○○ ○○ 

長期修繕委員 ８２３ ○○ ○○ 

長期修繕委員 ５２５ ○○ ○○ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３月３０日の定期総会において、上記の新役員の紹介と承認があり、代表して理事長より 

力強い抱負が披露されました。築１８年目に入り、管理組合も変貌を重ねてきましたが 
ますます重要性が求められ、あらゆる場面で適切な判断が要求されます。それだけに 
住人の協力と支援が一層必要です。自分達の住まいです。役員と一体になり、より良い 
環境づくりを目指しましょう。 
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自治会長２期目にあたって 
○○○号室 小泉 ○○ 

皆さん、こんにちは。第１８期も引き続き自治会長を努めさせて頂くことになった小泉です。 
昨年の４月にも、はなみずきに自治会長就任のご挨拶を書かせて頂きましたが、その時の書き出し

も「皆さん、こんにちは」でした。私は縁あって（初めは「順番だから仕方ないか」という気持ち

でしたが）、一昨年の第１６期から自治会の役員をお引き受けしているわけですが、振り返ってみる
と、この２年間でずい分と顔見知りの方が増え、今では大勢の方々と「こんにちは」と挨拶が出来

るようになりました。私にとっては大きな財産だと思っています。 
 さて、２期目にあたって、私は『楽しく』を合い言葉にしたいと思います。おそらく最初から自

治会役員をやりたくて立候補したという方はいないと思います。私もそうでした。 
「面倒くさい」とか「俺の時間を俺が自由に使えないとは何事か」というのが、正直な気持ちだっ

たでしょうか。ところが１年経って振り返った時、いつの間にか自分の気持ちに変化が表れていま

した。「けっこう楽しかったな」と思えるようになったのです。理由の一つは、一緒に活動してきた

役員さん達と、お知り合いになれたからだと思います。今まではただ同じマンションに住んでいる

赤の他人だった方が、少なくとも挨拶を交わすことが出来る程度の関係になれたわけです。きっと
人間には気の合う仲間と集団生活を営むというＤＮＡがあるのだと思います。だから、そういう仲

間の輪が広がるほど気持ちが安らぐのです。 
とはいえ、きっかけが無いとそう簡単には仲間は出来ません。小さな子供は誰とでもすぐ友達に

なれます。若い人なら合コンという手もあります。でも、それ以上になるとそうはいきません。初
対面の人とはおそらく照れもあって、なるべく距離を置こうとします。 
それが人間関係、というより自分の精神の安定をうまく保つコツだという事が経験として分かって

いるのです。私は営業は不適切かも知れませんが、自治会活動を住民の『合コン』の場にしたいと

思っています。初めはぎこちなくても良いのです。ゆっくりゆっくり輪を広げて下さい。合言葉は
『楽しく』です。 

第１８期 自治会役員名簿 

No. 職   務 部屋番号 氏  名 備  考 

１ 会長・第２６区長 ３３０ ○○ ○○ 留任 
２ 副会長・第２６副区長、班長 ５０５ ○○ ○○  
３ 副会長・第２６副区長、班長 ８０９ ○○ ○○  
４ 会計・班長 ３０８ ○○ ○○  
５ 理事・班長 ３０１ ○○ ○○ 留任 体協理事 
６ 理事・班長 ７０６ ○○ ○○ 広報部 
７ 理事・班長 １１２ ○○ ○○ 広報部 
８ 理事・班長 ５０８ ○○ ○○ 広報 
９ 理事・班長 １２２ ○○ ○○ 安協理事 

１０ 理事・班長 ３２０ ○○ ○○ 体協理事補佐 
１１ 理事・班長 ５２３ ○○ ○○ 書記兼体協幹事補佐 
１２ 理事・班長 ７１９ ○○ ○○ 広報 
１３ 理事・班長 ２２６ ○○ ○○ 体協幹事 
１４ 理事・班長 ３３１ ○○ ○○ 留任 安協理事 
１５ 理事・班長 ５２９ ○○ ○○ 広報 
１６ 理事・班長 ８３１ ○○ ○○ 体協理事補佐 
１７ 監査役 ２２７ ○○ ○○ 留任（第１６期会長） 
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去る平成１５年３月３０日、ガーデンハイツ入間管理組合の定期総会及び自治会の定期総会が開催
されました。管理組合総会では、当日出席４３名、委任状１２８通で 
議決権１７１の参加を頂き、まず、管理組合の６議案 

１． 第１７期管理組合決算報告および承認について 
２． 管理費余剰金の修繕積立金への振替案の承認について 
３． 第１８期管理組合予算案説明および承認について 
４． 高速インターネット回線Ｂフレッツ導入案に伴う、ＩＴ化工事の承認について 
５． 管理委託契約の継続更新の承認について 
６．  第１８期管理組合役員の選出及び承認について  

が審議され、第４号議案に承認しない票４、第５号議案に承認しない票１はありましたが、 
多数の方の賛成を得て、全ての議案が可決されました。 
 
 引き続き行われた自治会の総会では、当日出席４０名、委任状１２７通で、議決権１６７の参加を

頂き、自治会の３議案 
１．  第１７期事業報告及び収支報告 
２．  第１８期事業計画及び予算案 
３．  第１８期自治会役員選出 

が審議され、多数の方の賛成を得て、全ての議案が可決されました。 
 
 当日、お忙しい中ご出席頂いた方々、及びご賛同頂いた多くの方々に厚くお礼申しあげます。 
今後も管理組合及び自治会役員一同ガーデンハイツ入間のより良い環境づくりに励んで参ります。 
皆さん、ご協力をお願いいたします。 
 
 
 
 
 

定期総会が開催されました！！ 
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管理組合からのお知らせ 

第１期申込受付開始！第１期申込受付開始！
 

平成１５年 ４月２７日（日）１０：３０～ ＧＨ集会室にて 

Ｂフレッツを申し込まれる方、迷っておられる方およびインターネットに関心のある方は、是
非ご出席ください。説明会では、ＮＴＴ営業担当者をお呼びしていますので、Ｂフレッツの概要、
申込手続き方法等についてご説明いたします。なお、お申し込みをされる方で当日ご出席できな
い方は、説明会開催後に申込書を管理室に備えておきますので、別途お知らせする申込締切日ま
でにご提出ください。 

Ｂフレッツ・マンションタイプ【プラン２】申込書を当日配布します。 

Ｂフレッツの利用を希望される方は、現在、工事費半額割引サービスが実施
されていますので、導入当初からのお申し込みをお薦めします。 

● 平日の工事    ２０，０００円 → １０，０００円 

● 土日・祝日の工事 ２５，７００円 → １２，８５０円 

● いずれも、別途に契約料８００円が必要です。 

ご注意  当日は雑排水管洗浄清掃も実施されております。対象の方で、お留守番がいない場合は恐

れ入りますが清掃の方を優先してください。洗浄清掃は２年に１回ですので、必ず実施されるようお

願いします。 
 

 

 
 高速インターネット回線Ｂフレッツの導入に関わる現在の状況をお知らせします。先般 
行われた管理組合総会において、「Ｂフレッツ導入に伴うＩＴ化工事の承認」が得られました 
ので、平成１５年３月３１日付けで、管理組合として、当マンション共用部分にＮＴＴ設備を

設置することの承諾書をＮＴＴあて提出いたしました。 
 これに伴い、ＮＴＴでは通信設備機器および光ファーバー敷設工事等の準備が開始されました。

実際の工事は、当マンション構内まで電柱を伝わり光ファーバーを敷設してきますが、敷設経路の

現地調査、設計、材料の手配など、光ファイバーが当マンションに到達するまでには１ヶ月程度か
かる模様です。 
今後も、Ｂフレッツに関する情報は、－Ｂフレッツ「いまココ」情報－としてご案内します。 
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 廃品回収ご協力のお願い 

つばさ子ども会では、毎月原則として第二日曜日に廃品回収を 
行っています。地区行事等の理由により、日時変更の場合もありますが

その都度掲示板にてご案内いたしますので、皆様のご協力をお願い 
いたします。次回は５月１１日（日）です。９時半までにお出し下さい。
 つばさ子ども会とは･･･ガーデンハイツに住む小学生全員が会員であ

り、遊びを中心とする活動の中での、協力・自主性・創造性を養う事を

目標にしています。廃品回収収益金は子供会の運営・活動を支えて 
います。 

 新一年生の紹介 

ガーデンハイツより、この春９名の新一年生が東金子小学校に 
入学しました！ 
○○○号室 ○○明日香さん  ○○○号室 ○○穂乃香さん 
○○○号室 ○○ 優哉くん  ○○○号室 ○○ 茉佑さん 
○○○号室 ○○ 星登くん  ○○○号室 ○○ 拓夢くん 
○○○号室 ○○  望くん  ○○○号室 ○○ 雄亮くん 
○○○号室 ○○ 真美さん      

おめでとうございます！ 

 

 

東金子地区グランドゴルフ大会 

５月の後半にグランドゴルフ大会が開催 
されます。皆様ふるってご参加下さい。 

なお日程の詳細、メンバーの募集等は後日 
自治会よりお知らせがあります。 

自治会からのお知らせ 

つばさ子ども会からのお知らせ 



                       はなみずき                                 （ ７ ） 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

 
 

転入・転出ニュース 

３／２５ ○○○号室  
○○ ○○さん 入居 

よろしくお願いします 
 

３／２８ ○○○号室  
  ○○ ○○さん 転出 

３／３０ ○○○号室  
○○ ○○さん 転出 

お世話になりました 

    

 

 

 
 
 
４月２３日（水）～２７日（日）の

５日間、排水管の清掃が行われま

す。清掃箇所は台所・洗面所・洗濯
機置き場・浴室です。毎日使用して

いる排水管は、気を付けていても 
油、水垢が付着してきます。 
２年に１度の作業ですので、ご都合
をつけて、清掃を受けて下さい。 
清掃をされない家庭があると、他の

家まで迷惑が及ぶ場合があるので、
ぜひご協力をお願いいたします。 

排排排水水水管管管清清清掃掃掃！！！   

管理人室から 
共用部分で立ち入りを禁止されている部分があります。 

屋上もその一つです。そこに１６日の夜、人がいると住民 
からの通報で見回ったところ、屋上に５人位の人影が確認さ
れました。すぐに警察に来てもらい上がったのですが、既に
逃げたあとで、何処から入ったのか、誰だったのかも不明 
ですが、錠が掛けてあるのに不思議です。 

残されたゴミの山、四方に散るタバコの吸殻、投げ捨てら
れた缶やビン、食べ散らかされた菓子袋。これらを警察の方
と片付けながら、春の陽気に誘われた若者の戯れだろうと 
言われましたが･･･。 
 屋上でこのような行為は非常に危険ですし、やたらに上の
階に上がられる事は、住民にしても不安を覚えるはずです。
私はもちろんの事ですが、皆様もぜひ監視を強め、環境の良
い住居であるようご協力をお願いします。変だな･･･と 
感じたら、また不審な行動を見掛けたら、 

すぐ管理人室へご連絡下さい。 
 



      我々の住むガーデンハイツ入間は、豊かな自然環境に恵まれ、

奥多摩、奥武蔵、秩父に近く、手頃なハイキングコースが身近に 
たくさんあります。そんな自然の四季を楽しみながら、健康的で 
相互交流も出来るクラブとして発足したのが 
「ＧＨハイキングクラブ」です。 

毎月１回の桜山展望台へのハイキングと親睦会をベースに、会員同士で 
気軽に近隣の野山に行ける、集いの場になればと思っています。 
                           遠藤 ○○ 

４月のハイキングの模様は、掲示板をご覧下さい。次回はぜひ、大勢で 
自然を満喫しに出掛けませんか？           

足長おじさん ありがとう！ 
 

お気付きでしたか？ 
ゴミ置き場に出されたゴミが、散らばること無く回収車を待てる

ようになりました。これは上に掛けられた“ネット”の効果が大なの

です！この“ネット”は管理組合、自治会等が用意したものではなく、

どなたかが提供して下さったものです。 
『足長おじさん』がどなたなのか分かりません。紙上を借りて、 

「ありがとうございました！大切に使わせて頂きます！」 
そして自治会役員の今村さんが、毎朝ネットをかぶせてくれています。 
こちらの善意に対して、「ありがとうございます！」 
 大きなヒントを頂き、ああしてみたら･･･こうしてみては･･･と、 
より使いやすくするためのアイデアが出てきています。少しだけ手を 
加える事、お許しいただけますか？ゴミ出しの問題はまだまだたくさん 
あります。これを機会に、我が家のゴミの出し方に『勘違い』が無かったか

どうか、もう一度、確認してみませんか？ 
 

       第１８期広報部として初めての 
「はなみずき」を、無事（？）発行する

事が出来ました。皆さんに待たれる広報誌

を目指して分かりやすく、より身近な情報

をお届け出来れば･･･と考えています。 
 ご意見・ご批判・情報などありましたら 
どんどんご投稿下さい。 
 どうぞよろしくお願いします。 

（ ８ ）                はなみずき 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

                                  
                            
 
 
 

 
ＧＨ入間ホームページ  ＵＲＬ： http://gh-iruma.cside.com/ 
広報誌「はなみずき」は、ガーデンハイツ入間ホームページでもご覧になれます。 

編集後記 

ＧＨニュース

ハイキング 
同好会 


