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グランドゴルフ大会が 5 月 30 日開催されま

した。 

理事長の剣持さん、自治会会長の平綿さんを

はじめ 16 人がプレイ。応援団も多数参加しま

した。 

7 時時点で降っていた雨も開始時間にはぴた

りとやみ、幸先の良いスタート。 

すぐ近くの埼玉・狭山ＧＣで開催されていた

ダイヤモンド杯では石川遼は大不調でしたが、

新久小学校のガーデンハイツ入間チームは橋

本、剣持、小泉の 3 人がホールインワンという

快挙を成し遂げました。 

残念ながらチーム全体としては、入賞を逃し

ましたが、楽しいプレイと熱気、ギャラリーの

歓声だけは他に負けなかったのではないでし

ょうか。 

25 区の男性チームは 3 年連続優勝。平均年

齢ははるかに上。恐るべし高齢者パワーでし

た。毎週練習しているとか。我々のチームも練

習しだいでは優勝も考えられるかもしれませ

ん。ちなみに道具は２セットあるそうです。健

康維持に、ダイエットに、仲間同士の交流に皆

さんもグランドゴルフに挑戦してみませんか。 

 

今年も市民清掃デーがやってきました。230 世帯のうち 75 世帯が参加、昨年よりも 10 世

帯参加世帯が増えました。朝 8 時玄関前に全員が集合、A～D 棟、テニスコートの側溝、枝切り、

などそれぞれの担当区域をお子さんからシニアまで 2 時間近くにわたって清掃しました。みん

な汗だくになりがらの作業でした。いつもは知らない者同士なのに、何となく一体感が高まった、

初夏の爽やかな一日でした。きれいにするのは気持ちのいいものですよね。 

 

5/30 グランドゴルフ大会 

 コントロールのきいたパワフルな一

打がホールインワンを導いた？ 

靴を脱いでの迷プレイ。さて、ボ

ールは・・・。 

ほとんどが初めて。次はあなたも。 

みんな同じ方向を見て、まるで子供のよう。スポーツって若返るんですよね 

 
ガーデンハイツの皆様、こんにちは。 
はなみずきが咲く、自然に囲まれた大変大きなマンションで、自分に務まるか不安な気持ちで、４月３日
に家内共々引越ししてまいりました。 
 ４月５日より勤務させていただいておりますが、前任者の山岡氏と仕事の内容を引き継ぐことが出来ま
せんでしたので、住戸の皆様にご迷惑をお掛けしたと思います。 
 勤務して、早２ヶ月が経過しましたが、管理組合の役員の方々、自治会の役員の皆様のご指導、ご協
力を賜り日々の仕事をこなしております。 
 こちらに来る前は、群馬県前橋市内の新築マンション（戸数８８戸）で、管理員の仕事を 3年ほど勤務し
ておりましたので、その時の経験を生かして、皆様のマンションライフの一助となればと思っております。 
 私のプロフィールを簡卖にご紹介させていただきます。 
出身地は、北海道札幌市です。 
サラリーマン生活を３6年程、東京・札幌・大阪と勤務し、家内の実家である 
前橋市に小さなマイホームがあります。 
 子供は娘一人で、静岡県浜松市の方に嫁いでおります。 
趣味は、読書・カメラ・ゴルフです。 
読書は歴史物が好きで、年間100冊程読破するようにもっぱら市立の図書館を利用させていただいてお
ります。 
次に、カメラですが旅行が好きで家内と良く神社・仏閣・お城等の古い建物を 
見るのが好きです。 
次に、ゴルフですがこの辺は名門ゴルフコースがたくさんありますが、私の友人が群馬県沼田でゴルフ
場の社長をやっておりますので、専らそちらを義兄・ 
甥っ子・昔の勤務先の同期の友人・ＯＢと月に１回程のペースで楽しんでおります。 
そのうちにガーデンハイツの皆様ともお手合わせをしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい
たします。 
 

【広報部より】越してきて 5年になります。よろ しくお願いします（佐方一郎）/仕事が大変な上に、自治会もとうんざりしていま

したが、皆さんに知り合えて、ちょっと変わってきました。いっしょに楽しくやっていきましょう。/（関谷 政夫）/（松元賢治）/

（山川 佐和子） 

快挙！橋本さん、小泉さん、剣持さんホールインワン！ ●管理人室だより●  神原道幸 
 

今年度より管理組合理事長に就任することになりました、剣持です。このマンション誕生

から住んでおりますが、今まで管理組合の理事も自治会の役員にも就いたことがなく、今回、

理事長という大役が務まるかどうか戸惑いと、不安がありますが皆様のご助力をいただき、

精一杯がんばるつもりですのでどうぞよろしくお願いいたします。 

先輩役員の方々の努力や住民の皆様の協力により当マンションは大規模修繕も終え、以前

より快適なマンション生活を送れるようになりました。 

歴代役員の方々が培ってきた環境を維持しつつ、さらなるガーデンハイツの環境発展には住

民の皆様の協力が必要と考えております。 

役員や住民のみなさまとよく話し合いながら、ご意見をできるだけ反映し、より良い生活

環境づくりをめざしていきたいと思いますのでどうぞ、ご協力をよろしくお願いいたします。 

「草花が鮮やかな色を魅せて咲き誇る３月末日、２５期ＧＨ自治会の会長として第一歩を踏み

出しました。 

しかし、誰もが経験をしてきたと思われますが、未体験の世界は一つづつ確認をしながら進め

ていくため戸惑いと試行錯誤の連続のなかで、すでに２か月余りが過ぎようとしています。 

 翻って今年は２５期目の節目の年。改めて自治会の活動を問い直して見た時、過去の活動を

参考にしてみようと考え議事録を読み返してみました。そこには本当に沢山の人達の智恵と行

動力、さらには、脈々と引き継がれてきた息吹きを感じとることができたことは幸いでした。

その意味でも我々は、責任ある行動のもとに将来へ引き継いでゆく責任も求められています。 

 一方で課題も浮き彫りとなってきております。一つは住民の高齢化という問題です。このこ

とは、すぐそこまでに迫ってきており、決して避けて通ることは出来ません。現状では、東金

子地区２６区の各区長さんにとっても共通の悩みであり課題となっております。 

そのような状況のなかで、２５期自治会が推進していくことは、従来繰り返してきましたよ

うに、一人でも多くの住民の方々のご理解とご協力を仰ぎつつ、微力ではありますが一層の努

力を重ねていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします 
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新任のご挨拶 
より良い生活環境づくりを 
管理組合理事長 剣持 雄一 

新任のご挨拶 
一人でも多くの住民の方々のご理解とご協力を 
自治会会長 平綿 春男 
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職 務 名 前 部屋番号 職 務 名 前 部屋番号 

理事長 剣持 雄一 312 理 事 葛西 きよ子 625 

副理事長 川村 卓爾 305 理 事 中沢 真一 632 

会計担当理事 北村 武志 514 監 事 三好 康功 329 

理 事 山田 幹夫 224 長期修繕専任委員 小林 秀雄 115 

理 事 関谷 政夫 302 長期修繕専任委員 高橋 哲 212 

理 事 佐方 一郎 410 長期修繕専任委員 小塚 茂男 233 

理 事 新井 寛樹 616 長期修繕専任委員 川端 義次 332 

理 事 樫詰 明 620    

本年度の主な行事 

7月 4日 主婦玉入れ大会 

7月 24日 八津池祭り 

8月２２日 防災訓練 

10月上旬 東地区体育祭 

11月初め ガーデンハイツ
ふれあい祭り 

予定 グランドゴルフ大
会 

3月 定期総会 

職 務 名 前 部屋番号 職 務 名 前 部屋番号 

会長(東金子第 26 区

区長) 

平綿 春男 725 広報部 山川 佐和子 813 

副会長(東金子第 26

区副区長) 

八鍬 美里 728 広報部 松元 賢治 133 

副会長(東金子第 26

区副区長) 

山田 澄江 211 広 報 有山 咲子 104 

会 計 下栗 純子 602 広 報 細田 永子 315 

書 記 橋本 陽心 117 広 報 星野 ふみ子 721 

体協幹事 下見 四郎 431 安協理事 永掘 雅之 417 

体協理事 阿单 健次 626 安協理事 相馬 孝雄 622 

体協理事 大賀 哲夫 610 交通安全母の会 守屋 ひろみ 901 

今年も市民清掃デーがやってきました。230 世帯のうち 75 世帯が参加、昨年よりも 10 世帯参加

世帯が増えました。朝 8 時玄関前に全員が集合、A～D 棟、テニスコートの側溝、枝切り、などそれ

ぞれの担当区域をお子さんからシニアまで 2 時間近くにわたって清掃しました。みんな汗だくになり

がらの作業でした。いつもは知らない者同士なのに、何となく一体感が高まった、初夏の爽やかな一

日でした。きれいにするのは気持ちのいいものですよね。それにご近所とお知り合いにになるのも。 

 

もうすぐ熱い夏が始まる！ 

ガーデンハイツ入間の住民パワーでみるみる

きれいに。清掃のビフォーとアフターではなん

と言うことでしょう、ミラーもこんなに違いま

す。 

市民清掃デーにちなんで 
「家庭ごみ排出について」 
ゴミの出し方については、依然ルー

ルを無視している人がまだ一部いるよ

うです。「燃えるごみ」、「不燃ごみ」など

各家庭に分別へのお願いとして市から

パンフレットが手渡されているはずで

す。身近な場所へ置いて常にチェックを

してほしいと思います。「とにかく出して

しまえば後のことは知らないよ」では困

ります。 

４月の下旬には、とんでもない場所にゴ

ミ袋が投げ捨てられていました。一人

一人が我が家から出すごみには責任

をもっていただきたいと願います。（自

治会長 平綿） 

6/6 市民清掃デー 

近年最多か？75 世帯が参加。 

  7/24 八津池祭り   

5月 29日、平成 22年度「夏祭り実行委員会」（実行委員長 

八津池自治会会長中崎博武氏）が開催されました。実行委

員だけでも総勢 134人という大世帯、地域の意気込み・熱

気が感じられる実行委員会でした。ガーデンハイツ自治会

からは平綿会長が副実行委員長を務めます。自治会からは

13 名が参加、今年もフランクフルトを出店します。目標 800

本、ぜひご参加ください。また実行委員会では神輿の担ぎ

手を募集しています。興味のある方は実行委員までご連絡

をください。 

 
ガーデンハイツの皆様、こんにちは。 
はなみずきが咲く、自然に囲まれた大変大きなマンションで、自分に務まるか不安な気持ち
で、４月３日に家内共々引越ししてまいりました。 
 ４月５日より勤務させていただいておりますが、前任者の山岡氏と仕事の内容を引き継ぐこと
が出来ませんでしたので、住戸の皆様にご迷惑をお掛けしたと思います。 
 勤務して、早２ヶ月が経過しましたが、管理組合の役員の方々、自治会の役員の皆様のご指
導、ご協力を賜り日々の仕事をこなしております。 
 こちらに来る前は、群馬県前橋市内の新築マンション（戸数８８戸）で、管理員の仕事を 3年ほ
ど勤務しておりましたので、その時の経験を生かして、皆様のマンションライフの一助となればと
思っております。 
 私のプロフィールを簡卖にご紹介させていただきます。 
出身地は、北海道札幌市です。 
サラリーマン生活を３6年程、東京・札幌・大阪と勤務し、家内の実家である 
前橋市に小さなマイホームがあります。 
 子供は娘一人で、静岡県浜松市の方に嫁いでおります。 
趣味は、読書・カメラ・ゴルフです。 
読書は歴史物が好きで、年間 100冊程読破するようにもっぱら市立の図書館を利用させてい
ただいております。 
次に、カメラですが旅行が好きで家内と良く神社・仏閣・お城等の古い建物を 
見るのが好きです。 
次に、ゴルフですがこの辺は名門ゴルフコースがたくさんありますが、私の友人が群馬県沼田
でゴルフ場の社長をやっておりますので、専らそちらを義兄・ 
甥っ子・昔の勤務先の同期の友人・ＯＢと月に１回程のペースで楽しんでおります。 
そのうちにガーデンハイツの皆様ともお手合わせをしたいと思っておりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。 
 

【広報部より】越してきて5年になります。よろ しくお願いします（佐方一郎）/ 自分にとって一番苦手な仕事ですが、皆さんの足を引っ張

らないよう頑張ろうと思います。（関谷 政夫）/楽しみにしていただけるよう頑張ります。（山川 佐和子）仕事が大変な上に、自治会もと

うんざりしていましたが、皆さんに知り合えて、ちょっと変わってきました。いっしょに楽しくやっていきましょう。/（松元賢治） 

●管理人室だより●  神原道幸 
 

第 25期 自治会役員 

 

第 25期 管理組合理事・監事・長期修繕専任委員 

 


