
 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

第 2９期 自治会役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         いいいままま、、、私私私ががが一一一番番番しししたたたいいいこここととと         第第第２２２９９９期期期管管管理理理組組組合合合理理理事事事長長長      山山山﨑﨑﨑   二二二三三三四四四   

 

・   日頃より皆様には、マンション管理組合の活動にご理解・ご協力をいただき、この場を借りて厚くお礼申し上げます 

・  

理事長を拝命して、今期で 3 期目に入ってしまいましたが、いきなり本音を申し上げますと、疲れています（笑）・・・ 

といいますのも、私ごとではありますが、４０年務めた職場を定年退職し、その翌日から新たな職場へ再就職しまし

た。 

再就職できたことはありがたいことですが、職場環境も大きく変わり、自分なりにどこかでストレスを感じているのだ

と思います。 私的には、とりあえずご苦労様って妻と温泉でも入って、ゆったりと休養して第二の人生っていう理

想像が・・・砕けました。 

 

昔の人は良かったなぁ～とか、勝手な独り言を言ってます。 現在では 60 歳になっても年金ももらえない時代にな

っちゃったんですよね。 いま、一番したいことは、ゆったり温泉につかりたいことです (笑) 

 

理事長として、いま一番したい話じゃなくて、申し訳ありません（汗）。 

理事長職はもとよりですが、役員ともなると煩わしくもあり、面倒なことには違いありません（本音です）。 

たまに、 「管理組合の業務内容を知り尽くした○○さんが理事長で良かったです。」 とか言われるときがあるの 

ですが、そんなことは決してありません。 でも、お受けした以上は何事も一生懸命やります。・・・ 

皆さんと同じです。 

 

でも来期は、どなたか新しい理事長さん候補の選出に尽力させていただきます。・・・・いま、私がしたいこと No,2 で

す。 だからといって、いま私が理事長職から逃げ出したいわけではありません。 過去の役員経験も含めて思い

返しますと、役員になってこそ考させられる課題に直面し、問題点の把握や対応策の検討など、勉強させられる機

会も相当もらいました。 

前号のはなみずきで、小泉副理事がお話されていましたが、 「 管理組合には解決しなければならない諸課題が

あります ・・・ 理事の経験は、受動的ではありますが、そのきっかけとなることは間違いありません 

しり込みをせず一人でも多くの方が理事を経験していただき、私達のガーデンハイツ入間をより良い生活空間にす

る当事者になっていただければと願っています。 」・・・と。 

 

私も同じ思いです。管理組合の理事長は、確かにリーダーシップは求められますが、管理組合は区分所有者一人

一人の集まりです。 皆様のお力で、ガーデンハイツ入間は、今後もより良い居住環境を維持できます。 引き続き、

マンション管理組合の活動に、多くの皆様の積極的な参加をお願いします 
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若葉萌える好季節となり、通りすぎる風もさわやかな今日この頃です。 

日頃、自治会、管理組合の方々の献身的なご努力に感謝する次第です。 
 私もガーデンハイツ入間に着任して早くも 2 年が経過しようとしています。 

ガーデンハイツ入間として解決しなければならない課題はいくつかございますが 
その中で、居住者の叫びが多い事柄を書きとめてみました。 
 
野生化した猫への餌付け 

 
かわいそうな猫に餌を与えたくなる気持ちはよくわかります。どこでも糞をして、臭いや鳴き声でどれだけ 
迷惑している人がいるかご存知でしょうか。 
又、特に野生化した猫は糞などに付着して病原菌を持つ事もあります。あなたの餌付でどれだけ不幸な 
猫が大繁殖するか驚きです。 入間市の生活環境猫の飼育ガイドラインをご参照ください。 
 
悪質な構内通路の不法駐車 

 
駐車場を借りないで通路に駐車していると思われる悪質な車が数台見受けられます。 お金を払って駐 
車場を借りている居住者は、なんて不公平な事だと思われるでしょう。 また、ごみ回収等を行う際、妨げ 
となるのです。 今後は、居住者をつきとめ、直接注意を喚起するか誓約書を取り付けて対処すべきでは 
ないでしょうか。 
 
   転入・転居状況 
４０６号室  勝山 航平様    ４月１日入居    ３２５号室 菊池 香様    ５月３日入居 
６１０号室  大賀 健太郎様   ５月９日入居    ５１０号室  真野 国光様   ６月６日入居 
８２８号室  関川 正男様    ６月７日転居   
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●管理人室だより●                   後藤 始 
 

広報部   ２９期広報部より新しいはなみずきをお届けしました。 1 年間よろしくお願いいたします。 



 

十六人の一人        第２９期自治会長  星野 雄次 

 

約３０年前に都内から越してきた私にとって、GH 入間周辺の自然環境は お気に入りアイテムのひとつです。 

駐車マナーのお約束違反や構内禁煙の掟破り、分別ゴミ出しの理解不足、可愛い小動物へのエサやり・・・・・ 

そんな実態が ゼロではないにもかかわらず 管理のいきとどいた構内公共スペースは、誇りにすら感じられます。 

このような居住環境は、一朝一夕で実現できるものではないとも思います。 

管理組合と自治会。 

歴代の理事、役員および各会員の叡智の蓄積の結果そのものです。 

このような “ガーデンハイツ入間の文化” を 今年度も維持発展させることが、 

役員を担当する者の役割なんだろうな、と、４月以降３ヶ月経過して気がついた次第です。 

加治丘陵を通り過ぎる涼しげな夏の風のように、明るく快適でチョッピリ思いやりも感じられ、 

なおかつ、 “ほっとできるような自治会。”  

いろんな都合や、諸事情で自治会を一度退会された方が、あらためて“気軽に入会できる自治会。” 

東金子地区は、戸建て中心の自治会もあれば、GH 入間自治会と同様の集合住宅の自治会もあります。 

GH 入間自治会の活動の中には、必ずしも地域スタンダードなものではない事案もあるようです。 

周辺と共通していることは、少子高齢化、独居暮らし・・・・・かつて経験したことのない時代背景。 

だからこそ、 “ご近所のご機嫌伺い” があたりまえのように可能な “自治会” が 

求められているのだと思います。 

回覧板、掲示板を活用した “早く、正確な情報発信” と  

先人が築き上げてきたノウハウ、役員経験者の知識や支援を活かしながら 

参加者が増えるだろう “定番行事をこなし“ 

 ”忙しかったけれど  楽しく充実した一年だった“ 

と笑顔で解散できる 十六人の役員の一人になりたいものです。 

自治会会員の皆様、何卒よろしくお願いいたします。 

 
 

       グランドゴルフ大会報告 

                                 

来年も、ふるってご参加をお待ちしています♪           

 

 第３７回市民清掃デー 

 

6 月１日（日）の市民清掃デーには８４世帯１０４人の住民の皆様にご参加いただき、無事に作業 

を終えることができました。当日は、真夏を思わせるような蒸し暑い一日でしたが、熱中症予防に 

配布されたミネラルウォターを飲みながらの清掃となりました。 

A～D 棟の側溝やテニスコート下の草刈り、グリーンロッジまでの遊歩道、敷地内の公園など、広

範囲にわたっての清掃でしたが、住民パワーが一丸となって作業にあたり、互いに声をかけながら 

汗をふきながら一斉清掃を終了することができました。 

ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。 

来年もご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

  

 

             

    

            26 年度年間行事予定 

              7 月 26 日（土）八津池夏祭り          8 月 24 日（日）防災訓練 

               10 月 12 日（日）東金子地区体育祭      11 月 2 日又は 3 日（祝）ガーデンハイツふれあい祭り 

 

 

 

5 月１８日（日）新久小学校にて、東金子地区グランドゴルフ大

会が開催されました。。 

自治会長の星野さんをはじめ最高齢者の樫村樫村正久さん、1５

人の名プレーヤーの面々は事前練習の成果をここぞとばかり発

揮しましたが、、、残念ながら入賞は逃してしまいました。 

温かいギャラリーの声援やチームの団結力、心地よい風を味方に 

つけて、無事に大会を終えることができました。 


