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ナンバー 

所沢３０１ た９４－６４ 
 
所沢５８０ す４５－１０ 

八王子３３１ ね１０－２１ 
 
所沢３０１ つ６５－３８ 

所沢３００ ひ９７－３５ 
 
所沢５０１ つ７１－２２ 

所沢５３４ ひ１２７ 
 
所沢５０ に６７－７４ 

所沢３０１ さ５１－１４ 
 
所沢５０ た７９－７９ 

所沢５８０ き５８－７３ 
 
所沢５３５ ほ７０７ 

所沢５０１ め１９－４４ 
 
所沢５０ ま３０－１０ 

所沢５８３ く１９－８２ 
   

所沢５８０ さ４４－８７ 
 
Ａ棟の坂の入り口手前に駐車 

所沢５０１ た４４－０２ 
 
ナンバー 

 
所沢５３６ ね５１０ 

 
所沢５８０ せ９９-８４ 
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自主防災訓練ご協力ありがとうございました。   自主防災会会長 平綿 春男 

●アルファ米について豆知識 
 

アルファ米をご存知ですか？一度炊いたお

米を乾燥させほとんど水分を取り除いた米、

それがアルファ米です。 

語源はギリシャ語です。アルファベットの最初

のＡ（アルファ）が基になる。プラスα とよく言

うように、基となるもの「α 米」＋何か一つを

加える「水」＝何かが出来る「食べられるご

飯」これがアルファ米です。下の写真のように

水を加えて約６０分お待ち下さ～い。お湯なら

約２０分で出来あがりますよ。 

前日からの雨が降り続いていたため、オイルパン

を使った消火訓練は、やむを得ず見合わされました。

水消火器を使った訓練では、３人の中学生も慣れぬ

消火器の重さを体感。避難訓練では、避難者の名簿

作りに協力。さらには、アルファ米の炊き出しや、

終了後に行われた反省会に参加。「とても良い経験を

することができました。機会があれば、是非参加し

てみたいです」と感想も共通していました。若い人

達の参加意識がより一層高まればと願います。 

 

今回の避難訓練で異彩を放って

いたのが白鳥さんでした。ただ一

人、避難救助袋を背負って訓練に

参加してくれました。気になる袋

の中身については、大事なモノ

「水、薬、笛、懐中電灯」の４つ

を挙げました。その必要性をアピ

ールしていましたが、来年からは、

救助袋を背負った人達がぐっと増

えてくれることを期待したいもの

です。  

 

８月２１日、入間市合同防災訓練実施に伴い、ＧＨ

でも自主防災会による防災訓練が行われました。生憎

の雨模様のなかでしたが、８０名を超える居住者の皆

さんに参加していただきました。 

今回は、例年課題となっている高齢者をはじめとし

た災害弱者への救済についても対応しました。民生委

員の協力もあり、３名（内、１名は乳児を持つ方）が

参加。また、東金子中学から女子３名も参加するなど、

例年とは一味違った訓練風景となりました。 

 

◆地震その時１０のポイント 
・グラッときたら身の安全  

・落ちついて火の元確認 初期消火  

・あわてた行動けがのもと  

・窓や戸を開け出口を確保  

・落下物 あわてて 外に飛び出さない  

・門や塀には近寄らない  

・正しい情報 確かな行動  

・確かめ合おう わが家の安全 隣りの安否  

・協力し合って 救出・救護  

・避難の前に安全確認 電気・ガス  

昨年からの懸案事項だった受水槽工事が完成し、９

月３日受け渡しが完了しました。これまで大協和工業

に水周りを依頼してきましたが、今回は４社に相見積

りを依頼、長期修繕計画に基づく当初予算案 2400

万円に対してどこまでコストダウンできるかが、大き

な課題でした。 

長期修繕委員会（小林委員長）では、4 社の見積も

りの中で大協和 1,799 万円と河手設備 845 万円に

絞って、信頼性を確保しながら、どこまでコストダウ

ンが可能か検討してきました。 

大協和工業と河出設備㈱では規模的にも大きな差

があるため、技術的なアドバイスを設備設計 Y・M 設

計事務所の横川氏に依頼しました。具体的には安心・

安全で使いやすい受水槽を実現させるため、計画段階

から引渡しまで各ポイントでのチェックとアドバイ

スを依頼しました。 

 

その結果を踏まえて４月９日の理事会でに河手設

備㈱に決定、6 月より工事が進められてきました。6

月 29 日より新しい受水槽から給水されています。 

今回の受水槽は、災害時に水道が使えなくなった時

でも受水槽の蛇口から直接取水できるなど様々に工

夫された設計になっています。 

今回の工事について管理組合は「今回、長期修繕委

員会と横川氏の役割が大きかった。適切な助言と方向

性を示してくれました。また居住者の皆さんからお預

かりしているお金は使い方をチェックし、皆さんに役

立つように大事に使っていきたい」と述べています。     

相見積りを取るだけではなく、客観的な判断を得る

ために専門家のアドバイスを求めるという今回のや

り方は、今後のモデルの一つとなるものです。予算の

関係もありますが他の懸案にも適用できるのではな

いでしょうか。 

駐車違反撲滅にご協力を       生活環境改善委員

会 

 

 

7 月 3 日蒸し暑い体育館での 主婦玉入れ大会、何年ぶ

りかで 参加させて頂きました。 

練習も虚しく、本番では 篭が３０cm 以上高く感じられ、

玉もなかなか入ってくれませんでした。 

傍にいた体育協会の方が、見るに見かねて、「下から投げた

方が良いよ～」のアドバイスがありましたが、悪戦苦闘で

した。 

簡単に考えていたのに、なかなか入らないものです。 

結果はどうであれ、久しぶりに全身を動かしたり、大きな

声を出して応援をしたり、爽やかな数時間を過ごしました。 

来年は、もっと多くの方に この爽やかな気分を味わって

頂けたらと思います。 

４月より構内の駐車違反を監視してきました。ま

だ駐車されている車が多く見受けられます。今回は

違反の多い車（監視期間 7 月～9 月）について、

ナンバーを掲示させていただきます。  

今後も監視を続けていきますが、改善されない場

合は、車の写真を掲示させていただきます。 

 来客の場合は、管理人室受付台にある予約表に必

ず記入の上、来客専用駐車場にとめてください。予

約を無視して駐車して、お客様に多大の迷惑をかけ

ている車もあります。 

用事があり駐車される場合は、ハザードランプを

つけ、用事終了後は速やかに移動してください。緊

急車両が通れなくなります。   

皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。

  

主婦玉入れ大会に参加して                         田中智子 

受水槽完成。相見積もりと専門家の助言で大幅コストダウン        
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9 月 11 日集会室で「いきいき健康教室」（主催：

東金子地区地域包括支援センター、協力：ガーデン

ハイツ入間自治会・民生委員）が開かれました。今

回は「口腔ケアの大切さ」とゴールド恭子先生の健

康体操、高齢者の皆さんを含めた茶話会と盛りだく

さんのメニュー。 

口腔ケアというと、 

これまで歯しか念頭 

にありませんでした。 

「食べる、飲む、と 

いうことは「歯」だ 

けの作業ではないの 

だな、ということを 

初めて知らされた。」という感想を抱いた人も多く、

とても役立つ講習会でした。 

いつも大好評のゴールド先生の健康体操は、ちょ

っときつめに感じることもありましたが、それは身

体がさびついている証拠。92 歳の樫村さんに負け

てはならない、と頑張りましたがついていけないと

ころもあったりしました。 

体操が終わった後、身体が軽くなり、若返った感

じがするのは筆者だけでしょうか。 

９/１１健康セミナーに約 20名が参加。終了後高齢者の皆さんの茶話会も  

今回は高齢者の皆さんとの茶話会も開かれまし

た。 

高齢者の皆さんから、茶話会の発展的なコミュニ

ケーションの場として定期的な敬老会（仮称）の設

置を要望する意見が相次ぎました。 

最高齢の樫村さんは、「ガーデンハイツには老人会

みたいな組織がないので、目的に合わせて他の老人

会に行っている。複数の老人会に行っているとバラ

バラな感じになってしまう。やはりマンションの中

の老人会が良い。２～3 カ月に 1 回でも良いから継

続的に開催して欲しい。何度か会っておれば、道で

あったときも挨拶したりしてつながりができていく

ものだ」と語っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バードウォッチング、将棋、カラオケ、旅行会な

ど、イベントを期待する声も続々あがりました。平

綿自治会長は敬老会活動について「これまで 15 年

間に渡って活動されてきた民生委員の星野さんと一

緒に自治会も取り組んでいきたい。」と今後の方向性

について述べています。 

作り方 
１．水菜は茹でて 水気を絞り、3cm長さに切る。
まぐろに塩をふり、油を熱したフッ素樹脂加工
のフライパンで、表面をサッと焼いて氷水にと
り、水気をふいて、適当な大きさに切る。 

  
２．１と醤油、みりん、かつお節を混ぜて、器に
盛り付ける。 

  
エネルギー     80kcal 
カルシュウム     173mg 
脂質        1,2g 
コレステロール   25mg 
食塩相当量    1,1g      
  

 いつまでも元気に過ごして頂く為に手軽に一品プラスしてカルシュウム UPレシピ 
  
●水菜とまぐろの出会い 
 
材料(２人分） 水菜       160g 
               まぐろ        80g 
               塩 ひとつまみ（0,2g)  
               油   小さじ   1/2 
               醤油  小さじ    2 
               みりん 小さじ   2/3 
               かつお削り節      4g      
  

八津池夏祭り   フランク 1,000本完売 

 

朝晩の空気がやっとヒンヤリとして来ました。 

今年の夏は、特に暑さがきびしく感じさせられた

年でした。それというのも、東電の節電による、とば

っちりを受けたせいでしょうか。 

熱射病等により体調を崩された方もいたようで

す。 

節電に貢献できたかどうか、管理人室の電気使用

量を調べてみました。 

平成２１年９月分 使用量 2778kw 料金 5,788円 

平成２２年９月分 使用量 129kw 料金 2,952円 

平成２３年９月分 使用量 109kw 料金 2,706円と

なっていました。 

１０％も削減できませんでした。皆様のご家庭の節

電効果も調べてみては如何でしょうか。 

 本年、４月中旬より工事を開始しました受水槽の

交換工事も無事終了しました。 

一時断水することもあり、居住者の皆様には大変ご

迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします。今

回の工事は、地元の水道屋さんを使用しましたの

で、多少難しい面があったのかもしれません。 

ただ、工事の費用が非常に安く上がったのも事実

です。 

  

 さて、ガーデンハイツ入間の最大の問題でありますペッ

ト飼育の件・構内不法駐車の件・粗大ごみ不法投棄の

件、管理組合・自治会の役員会の会議で常に話題となっ

ていて、なかなか前に進まないようです。 

 一つのご提案ですが、臨時の住民総会を開催して結

論を出しては如何でしょう。 

１.ペット飼育の問題 

規約等の変更で、ペットを飼ってもいい・悪い。 

２.構内不法駐車の問題 

 不法に止めている自動車に対して、車止め等の器具

を取りつけて動けないようにする。 

 鍵等の解錠は、担当役員が行いその時に二度と行わ

ない誓約書を取るようにする。 

３.粗大ごみの不法投棄問題 

 ゴミ置き場に監視カメラを設置して、違反者は写真等

で公表する。 

チョット過激すぎるかも知れませんが、役員の皆様の毅

然とした態度で対応されれば、必ず解決すると思いま

す。もちろん、住民皆様の絶対的な協力が必要です。 

 少しでも、快適なマンションライフをするためにも必要と

考えます。 

ガーデンハイツ祭り「10月 30日」近づく！ 

●管理人室便り●                神原道幸 
  

東日本大震災の影響もあって、開催が危ぶまれていまし

たが、7 月 30日、八津池夏祭りが開催されました。ガー

デンハイツ入間では準備段階から協力、フランクフルトの

お店を出店しました。今回は 1 本 80 円、２本 150円、

3 本 200 円という格安の価格で提供。夕方には 1,000

本の売り上げ目標を前倒しで達成しました。 

東日本大震災以来地域の皆さんとのつながり、絆が注目

されていますが、お祭りはその準備活動を含めて地域共同

体の絆を深めるイベントだと感じさせられた 1日でした。 

 


