
 

第 27 期管理組合理事長に就任して 

319 号室 山崎 二三四 

---- はじめに ---- 

前期の理事さんたちから、「理事長候補がいないので、何と

か・・・」とお誘いに負けてしまった私ですが、 10 年前にも 

第 17期理事長として、この「はなみずき」にご挨拶文を書いた

ことを思い出しました。 

前回、理事になってから、そう何年も経過していないような 

気がしていましたが、もう 10年も経ち、ガーデンハイツに入居 

してからは早２６年も経過していたことに、やっと気づきました。 

  

山崎理事長撮影のはなみずき  

 

先般、ご周知のとおり、4 月 27日夜半に当マンション の断水事故が発生しましたが、思い起こせば 

10年前、理事長 に就任した直後の 5 月 11 日にも、減圧弁不良による断水事故が発生していたのです。 

これって、すべて私が原因でしょうか？(笑)。 

 この 26 年の間に、私も年をとってしまいましたが、当マンションも老朽化は避けられない時期を迎えてい

ます。ただ、これまで、長期修繕計画を基に良好な管理がなされたことで 、当マンションは、築後 26 年とは

思えないほどの美観を保持していると思います。このことは、ひとえに管理組合理事会及び自治会をはじめ、

皆様の日頃からのご支援・ご協力があってこその 結果だと痛感しています 。  

また、これまでご努力、ご協力をいただいた前期役員の方々に、この場をお借りして感謝申し上げます。 

 第 27 期管理組合理事会の門出を迎えて、早々からトラブルにも見舞われましたが、理事長としての職を全

うし、皆様のお役に立てるよう努力していきたいと考えておりますので、どうぞ前期同様に、引き続き理事会

運営にご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

27 期管理組合役員 

理事長 319 山崎 二三四 施設管理、生活環境改善 622 相馬 孝雄 

副理事長、長期修繕 211 山田 譲 生活環境改善、広報 709 澤田 重夫 

会計、生活環境改善 110 保高 和夫 監 事 312 剣持 雄一 

副書記、生活環境改善 132 芦原 よし江 長期修繕委員（専任） 115 小林 秀雄 

長期修繕 203 釜谷 栄男 長期修繕委員（専任） 232 布施 康子 

防災管理、自治会 512 宮島 修 長期修繕委員（専任） 720 露木 祐次 

書記、生活環境改善 523 清野 裕之 長期修繕委員（専任） 823 松山 雅明 

自治会、広報 604 三浦 陽子 
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---- 今期事業計画の実施に向けて ---- 

1. 長期修繕工事 

  今期は、長期修繕計画に基づいた外階段鉄部塗装工事や共用部開放廊下の床防水工事等が予定されていま

す。当マンションの長期修繕計画及びこれまでの工事履歴を再検証した結果、以下のようなことがわかりま

した。 

・1991年外階段鉄部塗装工事 、階段床面塗装が実施されており、当時の費用で 2,500 万円かかっている。 

・2000年（平成 12 年）に、外階段鉄部塗装工事、階段床面塩ビシート貼り、足場工事として総額約 2,900

万円、屋上防水工事（一部施工）として約 1,500 万円がかけられている。 

・2005 年（平成 17 年）に約 2,050 万円をかけ、全面的な屋上防水工事が行われている。 

・2006 年（平成 18 年）に外壁塗装工事等の大規模修繕工事が約 1 億 5,500 万円をかけ実施されおり、

その際に、鉄部塗装工事 、開放廊下床防水工事（主に北側）、バルコニー等防水工事（主に南側）が行わ

れている。 

  以上の結果から、本年度実施には予算が足りるか心配ですが、長期修繕委員と連携し、実施に向けて詳細

な検討を行いたいと思います。なお、施工の際には、専用使用部の間仕切りの撤去、専用バルコニー部の荷

物等の撤去等を皆様にお願いすることとなりますので、ご理解・ご協力をお願いします。また、仮設事務所、

資機材倉庫等をテニスコート敷地に設置することとなりますので、マンション恒例のガーデンハイツ祭りに

影響がないよう 計画いたしますが、実施工期等の関係からやむを得ず行事と重複する場合には、あらかじめ

自治会と協議いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。 

2. 防犯カメラ更新工事 

  新しい防犯監視カメラシステムが構築されますので、円滑な実施及び適正な管理ができるよう「防 犯カメ

ラ運用細則」の作成を行い、次回の総会には提案させていただこうと考えています。 

3. 清掃管理業務委託 

  日頃から清掃場所、清掃の頻度、汚れの状態等に気になることも多く、住民からの清掃に関する意見も 

投書されていることもありますので 、今年は清掃管理業務委託の内容の見直しを行いたいと考えています。 

たとえば、共用廊下（B1、1F、4F、7F）の床面機械洗浄は、従来年 2 回しか行われていませんが、 

これを月 1 回実施するようにするなど、委託内容を見直しして、マンション構内がいつもきれいな 状態で 

使用できるよう 契約変更しようと考えています。 

4. その他給水配管工事 

4 月 27 日に起きた断水事故では、水道本管からの給水のほか、タンク車及び消火栓からの給水を 

もっても、受水槽を満水にするまでに相当な時間を有しました。 

  従来の配管は、水道本管と同じ大きさの７５ミリ管が使用されていましたが、昨年実施された受水槽交換 

工事以降は、使用できない状態になっています。先般の断水事故を踏まえ、水道水の使用量が増大する夏季 

までに、受水槽への安定給水を図るため、７５ミリ管を復活するなど、給水配管設備の補強工事を行うこと

が急務であると考えています。 

---- 最後に  ---- 

  このほか、当マンションにおいては、生活環境改善に関する身近な課題も多数あると思っています。今期

理事の方々と協力して、適正かつ円滑な管理組合運営ができるよう努めてまいりますので、皆様におかれま

しても、理事会運営・活動にご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。 
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ご理解とご協力を  

216 号室 並木 伸一 

 

 この度、27 期自治会の会長に就任となりました。並木です。 

まだこのマンションに引っ越してきて、2 年目という事もあり、 

ようやく環境にも慣れてきたところで、初めての役員が会長という 

大役で務まるかどうか戸惑いと不安がありますが、精一杯努力を重ねて

頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

今年も例年通り、グランドゴルフ大会、市民清掃、主婦玉入れ大会、 

八津池夏まつり、防災訓練、地区体育祭、ガーデンハイツまつり、高齢者のための「いきいき講座」 

など、さまざまな行事が盛りだくさんとなっています。 

 

これからさまざまな機会を通じて、住民の皆様からのご意見をお伺いしたり、活動への積極的な参加を 

お願いさせて頂く事もあろうかと思いますが、何卒ご理解とご協力を頂きますよう、重ねてお願い申し

上げます。 

 

                            27 期自治会役員 

 

会 長（東金子 26区区長） 216 並木 伸一 安協理事 308 山城 裕 

副会長（東金子 26区区長） 516 石田 隆二 交通安全母の会 711 伊藤 純子 

副会長（東金子 26区区長） 611 前田 恵子 広報部（はなみずき） 112 神島 めぐみ 

会 計 202 住吉 澄江 広報部（はなみずき） 706 友金 美佐 

書 記 627 小宮山 直子 広 報 217 松濤 琴美 

体協理事 724 平林 るり子 広 報 603 大野 裕美子 

体協理事 433 喜納 洋子 広 報 827 西久保智惠子 

体協幹事 231 奥田 宏輔 監査役 133 松元 賢治 

 

 

(

今年度の行事予定（日程が変更される場合もあります） 

6 月 3 日（日） 市民清掃デー（ＧＨ構内清掃） 

7 月 1 日（日）   主婦玉入れ大会 

7 月 28 日（土） 八津池夏まつり 

8 月 19 日（日） 自主防災訓練 

9 月       高齢者のための「いきいき講座」 

 

10月      地区体育祭 

10 月 21日（日）ガーデンハイツまつり 

1 月       高齢者のための 

「いきいき講座」 
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                 体協理事 喜納 洋子 

5 月 13 日（日）、会場となった新久小学校の耐震工事のため、 

例年より 10 日程早い開催となりました。 

天気も良く、皆さんとの交流も深まったのではないかと思います。 

今期初めての行事で何も分からず、参加された皆さんには大変ご迷惑をお掛けしました。 

これから主婦玉入れ大会、地区体育祭などがありますが、ご協力の程よろしくお願い致します。 

大会結果としては 24 チーム中、男子の部は 18 位、女子は 21 位となりました。 

参加された皆さん、大変お疲れ様でした。 

 

真剣！ 

こうでしょ？ 
いや違うでしょ 

NICE SHOT! 

このタイヤが 

邪魔なんだよな… 

石田副会長が 

ホールインワンの快挙！ 

パワーヒッターとして  

好成績を収めた下栗さん 
簡単そうで難しい 

微妙な距離です 
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6 月 3 日（日）は市民清掃デーです。 

住民の方々とコミュニケーションを深めつつ 

ガーデンハイツ構内を綺麗にしましょう！ 

朝 8 時にＣ棟前にお集まり下さい。 

また、当日作業時間中は、車の乗り入れや駐車は

ご遠慮頂きますようお願いします。 

編集後記 

27 期広報部として、第一号の「はなみずき」となります。 

手探り状態ではありますが、皆様に楽しんで頂けるよう 

また有意義な情報などを発信できるよう、頑張って 

いきますので、1 年間よろしくお願いいたします。 

ご意見や掲載依頼等ありましたら、お気軽に 

広報部までご連絡下さい。 

入退去のお知らせ 

4 月  3 日 517 号室 近藤さん 退去 

4 月 23 日 717 号室 鈴木さん 入居 

4 月 30 日 502 号室 横山さん 退去 

5 月 15 日 502 号室 清水さん 入居 
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 断水事故発生 

ゴールデンウィークに突入直前の、４月２７日 夜に断水事故が発生しました。 

 原因は、４月２５日入間市水道局指定の業者が水道管の親メーターを交換するという単純

な作業でしたが、その親メーターが不良品であった為、マンション内の受水槽に水が 

送られてこなかったことによるものでした。  

 当日は、理事長他各理事さんのご活躍により大事には至らず、事故の経過報告も詳細に 

行われ大変ご苦労されました。不思議なことで私が不在の時に限り色々と事故が起きるよう

で大変申し訳なく思っております。 

 

 漏水事故発生 

今年になり、１月より４件漏水事故が発生しております。 

いずれも、給水管・給湯管の老朽化によるもので、台所・洗面所・お風呂場等で発生して 

おります、お掃除のときにチョット注意して見て頂き早期発見すれば大きな事故には 

ならないと思います。 

 

 駐輪場の更新時期到来 

来月には、自転車駐輪場の更新の時期になりますが駐輪場にはほとんど乗らない自転車・ 

パンクしている自転車・幼児用の自転車が占領しており、新規の契約が出来ない状態と 

なっております。どうか使用しない自転車の廃棄処分にご協力をお願い致します。 

 

 来客駐車場利用のマナー違反 

最近は、来客駐車場利用のマナー違反が増えているように思います。 

昼間は、ノートに記入せずに無断で駐車している人。夜間は、入居者の家族が 

勝手に駐車している人。深夜・早朝に路上駐車違反を日常的に繰り返し行っている人。  

生活改善委員の方が一生懸命取り締まっているにもかかわらず、全く改心の無い方が 

多いように思います。 

 

 ゴミの分別をしない人  

管理組合の理事の方が、各戸に入間市総合クリーンセンターで発行しているごみチャンネル

を配布しているにもかかわらず、ビン・カン・ペットボトル等の分別をせずに出す方が 

おります。若い人より年輩の方が多いと思います。 

これらのゴミは清掃の方が、ゴミ袋を回収してそれぞれに分別してくれています。 

お互いに最小限のエチケット・マナーは守って生活していきたいと思います。 

管理員 神原道幸 

管理人室便り 
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