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・防犯監視カメラシステムの見直し（平成 24年 5月より新システムに移

行予定） 

②川村監事より、第２６期監査報告 

・適正な理事会運営及び適正な会計管理が、行われているとの報告が

なされた。  

「総会承認」 

（2）第 2号議案 

議長及び保高理事により、総会資料に基づき、第２７期管理組合予

算案が説明された。 

① 中澤理事長より２７期予算案補足が説明された。 

  ・防犯監視カメラシステムの再構築 

  ・Ｄ棟横車止め改修について 

・その他 

 

組合員よりの質問    

（質問） 現在の監視カメラシステムリース料と新リース料の確認をし

たい。 

（回答）現在のレンタル料は 68,000円から 110,000円になる。但し、

新機器 1台あたりのレンタル料は現在の旧型機器よりも安くなる。 

（質問）来期の予算に入れてあるのか 

（回答）予算にいれてないので予備費等で運用してほしい。痴漢、不

審者、バイク・自転車などへのイタズラがあり 緊急を要するの

で、4月工事  5月新システムに移行の予定にしたい。 

（質問）運用規則とは管理規則上の事か。 

（回答）監視カメラシステムの運用規則です。実用を急いでいるので

今まで通りの運用をして頂いて 規則については、次期理事会

にお願いしたい。 

（質問）予算の扱いとリース料を含め、この場で承認を取って欲しい。 

（回答）それではこの新システムについて、この場でご承認をお願い

したい。 

※中澤理事長が出席者に、承認を取る。 

（質問）東電から料金値上げについて 

（回答）ガーデンハイツは該当する変電施設があるが、現在のところ

通知はない。 

（質問）生活改善に毎年 100,000円の予算があるがどこに使えばよい

のか。 

（回答）特に使い道がないのであれば来期から予算を少なくする方法

もある。 

（質問）第 2駐車場手前の段差や陥没を改修してほしい。 

（回答）次期理事会にて検討する。 

（質問）今年は寒くて、雪が多かったため、車の出入りが大変不便だ

ったので、凍結防止剤等の準備をお願いしたい。 

（回答）次期理事会にて検討する。 

                 （総会承認） 

（3）第 3号議案  管理委託契約の継続更新の承認について議長及

び西新サービス（株）小林氏より総会資料に基づき説明がなされた。   

                                             

（総会承認） 

（4）第 4号議案  第 27期管理組合役員の選出及び承認について 

    議長より総会資料に基づき、説明がなされた。 

（別紙の通り承認された） 

（総会承認） 

以上の議案をもって第２６期定期総会の閉会宣言がなされた。 

      

以上本総会の議事経過並びに結果が正確であることを証するため、区

分所有法第 42条及び管理規約第 55条に基づき、議長が議事録を確

認し、議長及び総会に出席した理事（区分所有者）2名はこれに署名

押印します。 
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第 67号 
2012年 4月 22日発行 
第２６期広報部 

第２６期管理組合定期総会議事録/自治会総会議事録  

 

●剣持雄一（副理事長） 

管理組合理事長および副理事長に就任後、早 2年の歳

月が経過し、今年も定期総会を無事に終える時期となり

ました。 この 2年間、皆様には理事会運営に格別のご

配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。  

また、これまで組合を支えてくれた理事さんたちに、こ

の場をお借りして感謝の意を表します。 過ぎてしまうと

あっという間にも感じます。この 2年は大きな課題を成し

遂げた年ではありませんでしたが課題の大小に関係な

く、共同生活におけるルールは、住人一人一人の意識と

他人への思いやりが不可欠であるとあらためて実感い

たしました。皆様にはとても感謝しております。 今後と

も皆様には管理組合の運営にご理解、ご協力を引き続き

賜りますよう心からお願い申し上げます。 最後に、この

2年間、管理組合運営にご協力、ご支援をいただきました

ことに厚くお礼申し上げます。 

 
●関谷政夫（長期修繕、防災管理） 

2年間の任期を無事に終えてホットしております。 

本当にありがとうございました。今後いろいろな課題が浮

き彫りになってくる中、問題解決に向けて一人でも多くの

住民の方が組合活動に参加させていただけることを期待

しております。 

 

●小林規江（自治会 会計） 

２６期の自治会の定例会は１２回のうち１１回が全員出

席で行われました。 

責任感とチャレンジ精神旺盛な方たちと活動がで

き、私にとって有意義な一年でした。会長の平綿氏より

「高齢者のために何か行事を企画したい」と提案があ

り、全員賛同。 

民生委員の星野様にご協力をお願いして「茶話会」

をスタートすることができました。参加された方には喜

んでいただき、役員一同やってよかった、と感じました・

自治会の運営は、会員の皆様のご協力が原動力となり

ます。自治会行事、東金子地区の交流行事に皆で参加

して、「GH自治会」を盛り上げていきましょう。 

ガーデンハイツ入間管理組合 

第２６期 定期総会議事録 

 

１．日時  ：  平成２４年３月２５日（日）  １０：００～ 

２．場所  ：  ガーデンハイツ入間集会室 

３．議決権総数及び出席組合員の議決件数 

議決権総数 ２６２ 

  総会成立数（過半数） １３２ 

  開催宣言時において 

当日出席組合員数     ４６ 

 委任状・議決権行使書数    １５３ 

出席組合員議決権合計    １９９ 

以上により、総会は成立する。 

 

（１）総会の招集者 

管理組合理事長  中澤 眞一（以下、中澤理事長という） 

（２）議長 

   管理規約第４５条の定めに基づき、中澤理事長を議長とする 

（３）立会者 西新サービス㈱ 小林氏 

 

４．第２６期定期総会議案 

  （１）第１号議案  第２６期管理組合決算報告及び承認について 

  （２）第２号議案  第２７期管理組合予算案説明及び承認について 

  （３）第３号議案  管理委託契約の継続更新の承認について 

  （４）第４号議案  第２７期管理組合役員の選出及び承認について 

 

５．議案の議決結果 

 議決 

成立数 

議決権 出席者 承認

数 

合計 
承認 不承認 承認 不承認 

第 1号議案 １３２ １２４ １ ４６（２８） ０ １９８ 

第 2号議案 １３２ １２４ 1 ４５（２８） ０ １９７ 

第 3号議案 １３２ １２４ 1 ４６（２８） ０ １９８ 

第 4号議案  １３２ １２４ ０ ４６（２９） ０ １９９ 

        ※出席者 承認の（ ）内の数字は「出席者に委任」 

６．議案の経過 

総議決件数２６２件中、総会の成立要件である１３２に対し、当日出

席組合員数４６名及び委任状・議決権行使書による組合員数１５３名、

合計１９９名の出席を確認した。 

  よって、管理規約第５０条により、本日総会が成立した旨の宣言が

議長よりなされた。議事に先立ち、議長は剣持副理事長を書記に任命

し、議事録の作成を依頼した。 

 

（1）第 1号議案  第 26期管理組合決算報告及び承認について 

  保高理事より、総会資料に基づき、第２６期管理組合の収支報告が

なされた。 

①中澤理事長より、第２６期決算書補足として、２６期実施した工事項

目の説明がなされた。 

  ・ 受水槽交換工事（平成 23年 6月～9月初旬） 

  ・開放廊下（1～9階）及び手すり支柱防錆工事（平成 24年 2月～3

月初旬） 

 今期行った主な業務 

  ・構内駐車場のアンケート実施 集計数値とその分析及び結果報

告 

  ・入居者緊急連絡先名簿の整備（平成 24年 2月） 

  ・管理委託料の値下げ（平成 23年 5月より） 

  ・構内駐車場の整備 

  

 

 

●北村武史（書記、生活環境改善） 

この 2年間は「第 1土曜日は理事会だぁ（+_+）と、重荷

がありました。 

でも、理事長を中心に色々な議題に沿って活動し、1つ

ずつクリアしてきました。理事でなければ知らなかったこ

と・見えなかったことがたくさんありました。 

ただの主婦には、難しすぎる受水槽の構造、手摺の支

柱化 “錆”が出たわけ、木の伐採費用等、ビックリの連続

でした。これらのことを経験できたことは、ラッキーなこ

とだった思っています。 

住民の皆様は安全で快適な生活を望んでいます。管理

組合と長期修繕委員会はマンションを守り、自治会と生活

改善委員会は住民の生活を守ることが大切だと感じまし

た。 

 また、管理人様には色々とご協力をしていただき、

ありがとうございました。 

そして、一緒に理事活動をした皆様、大変お世話になり

ました。ありがとうございました。 

 

 

 

●松元賢治（自治会 広報部「はなみずき」担当） 

アフリカのある国の挨拶は「私はここにいます」とい

う意味だそうです。またおかえしの挨拶は「あなたがそ

こにいることを認めています」という意味だそうです。 

お互いの存在を大切に思いあうことが挨拶であると

すれば、とても素敵なことばだと思います。 

集合住宅のドアの奥から「私はここにいます。」という

声にならない声がいつも聞こえているような気がしま

す。だれからもその声認められることなく亡くなった方

もいらっしゃいます。 

自治会活動は、そのような声に耳をそばだて、お互

いの存在を確認し合える、コミュニケーションのきっか

けをつくることも大きな役割の一つだ、と思います。 

2年間の自治会活動がやっと終わりました。朝早く夜

遅い仕事のやりくりや「はなみづき」の編集に煩わされ

ることもなくなります。 

でもこれからも言い続けようと思います。「おはよう

ございます（わたしはここにいます）」と。 

閉じこもらずに、言い続け 

る限り、だれかかが「おは 

ようございます。（あなたが 

そこにいることを認めていま 

す）」と応えてくれる 

ことを期待して。 

 

２６期を終えて 退任される皆さんから 

 

●今年もガーデンハイツ入間に

きれいな桜が咲きました。→ 

★ホームページではカラーでご覧になれます。ガーデンハイツ入間で検索して下さい。                                    
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■星野さん（民生委員）のお話 

昨年は 2名の方が、孤独死と病死で亡くなられました。同じよ

うな事例はテレビや新聞で毎日のように報道されています。そ

れぞれの家庭が近所とのお付き合いのない、いわば引き籠り状

況にある例も多いとの報道もあります。民生委員としては引き

籠りにならにようにすることが目標の一つと考えています・ 

顔なじみなって、お互いどうしているかな、と気遣いあう環境

が作れれば、少しは違った結果になったかもしれません。 

一軒家の場合は庭先からご挨拶したり、世間話ができますが

なかなか集合住宅ではそうはいきません。ドアを開けて、お隣さ

んとお話するのは難しいものがあります。また 1対 1でお話をす

るのも気おくれがするものです。 

茶話会は、ドアや垣根を取り払ってオープンな場所を提供す

ることでシルバーの皆さんのコミュニケーションの輪を広げて

いけないだろうか、ということから自治会で企画されました。 

すでに 4回ほど開催していますが、どうしたら継続していける

か、そのために茶話会に参加しやすい状況を作るにはどうした

らいいかというのが課題です。 

小林さんをはじめとする自治会の皆さんの協力で掲示板、対

象者の方への直接の働きかけを行っていますが、まだまだ少な

いのが現状です。特に男性の方の参加が少なく課題の一つとと

らえています。 

課題はいろいろあるのですが、やはり楽しくやれる環境をつ

くっていくことが大切かな、と思います。コツコツと進めていく

こと、とにかく継続してその実績をつくっていくことが皆様のお

役に立つことだと考えておりますので皆様のご協力をお願い

いたします。 

 

 

 

成

平成 24年 3月 30日 

住所  埼玉県入間市大字小谷田 1666－4 

名称  ガーデンハイツ入間管理組合 

       議長                中澤 真一 

       出席した区分所有者 

312号室区分所有者(剣持理事) 

302号室区分所有者(関谷理事) 

 

第 27期管理組合理事名簿 
役職 部屋番号 氏名  

理事長 ３１９ 山﨑二三四 新任 

副理事長 ２１１ 山田譲 新任 

会計担当理事 １１０ 保高和夫 留任 

理 事 ２０３ 釜谷栄男 留任 

理 事 ５２３ 清野裕之 留任 

理 事 ６２２ 相馬孝雄 新任 

理 事 ５１２ 宮島修 新任 

理 事 ７０９ 沢田重夫 新任 

理 事 ６０４ 三浦陽子 新任 

理 事 １３２ 芦原よし江 新任 

 

監 事 ３１２ 剣持雄一 新任 

 
長期修繕委員会名簿 

役職 部屋番号 氏名  

長期修繕委員 １１５ 小林秀雄 留任 

長期修繕委員 ２３２ 布施康子 留任 

長期修繕委員 ７２０ 露木祐次 留任 

長期修繕委員 ８２３ 松山雅明 新任 

 

 

 

 

 

 第２号議案 第２７期事業計画及び予算案の件  

議長は「資料２」により方針概要を説明、副会長より細部の報告を行

い、万場に諮ったところ意義なく可決した。    

第３号議案 第２７期自治会役員の選出の件   

議長は「役員選出名簿」を基に、役員の紹介を行い、選任について万

場に諮ったところ意義なく可決した。 

 

第４号議案 自治会規約第１６条の改定について   

※役員の報奨金額を明確にして、規定、細則の改定をした方が良い

という意見が多数のため、廃案とすることに決定した。  

以上を以って第２６期総会を終了した。 

（１）定期総会の成立    

全数 委任状数 出席数 合計 成立の可否 

230 130 47 177 可 

（２）議案の審議    

議案 

番号 

委任状による議

決権行使 

総会での議決

権行使 

合計 承認

必要

数 

承 認

可 否

（ ○

／Ｘ） 承認 反対 承認 反対 承認 反対 

議案１ 105 0 
47 

0 177 0 116 ○ 
（25） 

議案２ 105 0 
47 

0 177 0 116 ○ 
（25） 

議案３ 105 0 
47 

0 177 0 116 ○ 
（25） 

議案４ 104 0 
  

0     153 廃案 
（25） 

   ※（）は多数意見に同意  

※自治会未加入者対して、自治会の対応について意見がでました。 

自治会としては全員加入を望んでいるが、現状では難しい問題も多々

あり、今後の課題である。    

会  長    平綿 春男 

副会長    荒井 深雪 

副会長    下栗 純子 

書  記    小林 規江 

27期自治会役員 

職務 部屋
番号 

氏名 

会長 

東金子第 26区区長 

- 216 並木 伸一 

副会長 

東金子第 26区副区長 

10班班長 516 石田 隆二 

副会長 

東金子第 26区副区長 

6班班長 611 前田 恵子 

会計 1班班長 202 住吉 澄江 

書記 14班班長 627 小宮山直子 

体協理事 11班班長 724 平林 るり子 

体協理事 13班班長 433 喜納 洋子 

体協幹事 12班班長 231 奥田 宏輔 

安協理事 5班班長 308 山城 裕 

安協理事 9班班長 422 近藤サヨ子 

交通安全母の会 7班班長 711 伊藤 純子 

広報部（はなみずき） 4班班長 112 神島めぐみ 

広報部（はなみずき） 3班班長 706 友金 美佐 

広報 8班班長 217 松濤 琴美 

広報 2班班長 603 大野裕美子 

広報 15班班長 827 西久保智恵子 

監査 - 133 松元 賢治 

 

第２６期ＧＨ入間自治会総会議事録    

日時：平成２４年３月２５日（日曜日）管理組合総会終了後  

場所：ガーデンハイツ入間集会室    

 

総会に先立ち、松元役員より自治会規約１７条５項の規定に基づ

き、平綿自治会長が議長を行う旨を述べ議事に入る。（議案毎に質

疑応答を行う）      

第１号議案 第２６期事業報告及び収支報告の件   

議長は「資料１」により概要を説明、担当役員より細部の報告を行

った。       

（質問） 東日本大震災に義捐金を自治会費から一括で送った

が、法的には会員全員の合意が及び意見が必要である。総会

を開き、全員の合意を得ること、又、今後の募金等の有り方に

ついては注意をしていただきたい。    

（回答） 知識が無く申し訳ございません。大変勉強になりました。

緊急と判断し、皆様の合意を得ずに行ったことをこの場でお詫

びして、ご理解をいただきたい。 

（その他の意見） 

 ①義援金を送ることは良いことと思っていたが、知らないこともあ

り、参考になりました。 

②心情的には解るが、２５期総会で話が出ず、４月に入って話を聞

いた。誰が決めたかも明確ではなく、総会の場で話をすること

を念頭においてください。     

万場に諮ったところ可決した。    

  

 

 

    

茶話会開催 
 1月 29日健康セミナーと茶話会が開催されました。ゴールド先生の健康体操では皆さん元気

いっぱい、屈伸やストレッチをこなしていきました。高血圧についての話は特にシルバー世代の

方には役立ったのではないでしょうか。また 4月 15日は有志の皆さんで「花見の会」（右写真）

が開かれ多くの方が参加されました。今回は、２６期末ということで茶話会の長田さん、民生委

員の星野さんにお話をおうかがいしました。 

 ２６期の管理組合・自治会の定期総会も無事に終了しまし

た、役員の皆様本当にご苦労様でした。 

 本年２月に実施しました、当マンションの緊急連絡先名簿

の提出をお願いしましたところ、２６２戸中１３０戸４９．６％

の回収に終わり、平成２２年１１月が実施した時より回収率

が非常に悪くなつております。 

 最近の新聞では、「孤立死」・「孤独死」等が全国で発生し

ており社会問題にもなっております。 

結局のところ、住民同志の掛かり合いが欠けていたのが原

因の一つではないでしょうか、また、行政・民生委員・町内

会・自治会の組織をうまく利用できなかった、「おせっかいに

踏み込んでいく情熱が少し欠けていた結果」なのではない

かと報じられていました。 

 マンションの住民は色々な方がいらしやいます、まったく

住民との接触を拒み「自己責任」で生活している方、他人に

は絶対に世話にならないと考える方等は最後まで住民の方

に迷惑を懸けないと言い切れないのではないでしょうか。 

  

 春が近づいてくると、マンションの周りに変質者が出没して

いるようです。 

３月２７日には、Ａ棟１階の方の女性の下着等が盗難に遭い

ました。 

目撃者の方によりますと、小学生位の男の子がＡ棟北側の裏

山で下着等を着けて一人で遊んでいたそうです。 

「大人の方は、子供が悪い遊びをしているときは叱ってやって

下さい。」また、具体的にそのような場面に遭った時は躊躇せ

ずに１１０番通報をしていただきたいと思います。 

 今年も色々な工事が予定されているようですが、防犯カメラ

の増設工事が４月から始まるようです。 

今まで死角となっていた、駐車場・駐輪場でのいたずら行為

についての抑止、ゴミ置き場での無分別ごみ・電気製品等の

不法投棄の防止に役立つと思われます。生活改善委員の方

も防犯システムを上手に使って快適なマンションライフの一助

にしていただきたいと思います。 

 

■長田さんのお話 

主人は早期に 55歳で定年退職いたしました。積極的に自分から話

す方ではありませんでしたので、引き籠ってボケてしまったり、不健康

になったりしないように、私の方から二人でジョギングクラブに入りま

した。ジョギングクラブでは、主人を含め皆様と楽しくお付き合いでき

ました。 

主人の場合は私が皆さんとの交流のきっかけき果たす役割を果た

したわけですが、やはり茶話会でも同じように声をかけてくれる人が

必要ではないでしょうか。 

今は26期の自治会の皆さんが企画されていて、掲示板やお声をか

けていただいたりして感謝しています。先々はやはり茶話会のメンバ

ーで自主的に運営できるようになればいいなと思います。 

山歩きの会も 10年ほど続けております。今では足を痛めているせ

いもあって、チラシを貼る役しかやっておりませんが、歩きながらおし

ゃべりできるのがよかったですね。 

山歩きの会でお話をすることでお互いの人となりに触れ合ってコ

ミュニケーションが深まっていったように感じます。 

これは茶話会にも言えるのではないでしょうか。継続していくには

何かきっかけになるイベントみたいなものが必要かもしれませんね。 

その意味では、茶話会は健康セミナーと一緒に開いていて、健康

について専門家の方のお話を聞いたり、ゴールド先生の体操で体を動

かしたりするのはとてもいいことだと思います。 

八津池の娘の家で書道教室を開いています。何十年も書道を続け

てきてそれが楽しみとおっしゃる方もいらっしゃいます。 

また 15期の役員をやってきたこともよかったと思います。今でも暑

気払いと忘年会を続けています。こうした皆さんとのつながり出来た

からこそ、私はここにいられるのだと思います。茶話会がきっかけに

なって、コミュニケーションの輪が広がっていくといいですね。これか

らも茶話会は続けていきたいですね。 

●管理人室便り●                神原道幸 
  


