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                   一年間、ありがとうございました。 

 

                                                 第２９期自治会長  星野 雄二 

 

            ガーデンハイツ祭り等、交流・親睦を図る行事、各種募金活動等に 

            多数の方々の参加、協力をいただき 厚くお礼申し上げます。 

            ご近所づきあいの場を、例年同様に創出していただいた 

            役職と行事の推進役である、十六人の役員（班長）の方に感謝いたします。 

            また、東金子２６区の区長として、行政・地域団体等の行事に参画し 

            自治会活動との調整役を体験させていただきました。 

            今後も、市民＝ガーデンハイツ入間居住者として、 

            ご近所づきあいをよろしくお願いいたします。 
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                                      管理組合理事・自主防災（７１２）   北 英穀       

      管理組合の理事としての２年間の任期が終わろうとしています。 マンションで暮らしていくうえでの様々な 

修理やメンテナンス等、毎月いろいろな事案があり勉強になりました。 

      後藤管理員さんには、生活改善委員会の業務にもご協力いただき、感謝しております。 

      ありがとうございました。 

                                            管理組合理事・会計（６２３） 庄島 卓司 

        この二年間は、第二土曜日に理事会に出席し、第三土曜日には故郷に居住する母親の介護のため 

      帰省するという、毎月必ずやらなくてはならないことが二つありました。 そのうちの一つが終わった 

      ことで、大分肩が軽くなったような気がします。 

        理事として貢献できた事は何もありませんが、管理組合の活動にはガーデンハイツの住民の方々の 

      支援と協力が不可欠であると改めて認識出来たことは良かったと思います。 

      本当にありがとうございました。 

                                             管理組合理事・書記（４１９）五十嵐 章 

      やっと、終わったというのが正直な感想です。書記と長期修繕理事委員を担当しました。 総会の議事録は 

 膨大で、何度もボイスレコーダを聞きなおし、２週間以上かけて完成しました。 確かに大変ではありましたが 

 マンションで生活するということが、どういうことか分かった気がします。 

今期任期を終え退任できたのは、私ともうお二人だけでした。 マンションの区分所有者は全員が管理組合 

員です。 理事経験者ばかりがローテーションで理事になるのはおかしいと思います。 未経験の方も、自分の 

家のことなのですから、関心を持ち、理事会に参加されることをお勧めします。 

二年間、ありがとうございました。 

 

                                        自治会副会長（８１８） 常田 知由起 

一年間役員をして思うこと。 それは「みんなでやればなんとかなる」 ということでした。 

最初は副会長という役目に不安もあり、また行事など、その時々には大変に思えることも多くありました。 

でも、ひとつひとつ役員みんなでやることで、無事に行うことが出来ました。  

２９期の役員の皆さん、ありがとうございました。 

そして、３０期の役員の皆さん、宜しくお願いします。 

これからは自治会員のひとりとして、出来るだけ協力して行きたいと思います。 

 

                                        自治会副会長（７０４） 吉田 直子 

ガーデンハイツに住み始め３度目の冬を迎えた頃、役員の知らせがきました。 いつかはまわってくると覚悟 

していた役員。 子供がいる私には忙しく不慣れなことばかりでしたが、周囲の方々に助けていただき、乗り 

超えることができたと思います。 改めて、人とのつながりの大切さに気付かされた１年でもありました。 

久しぶりに社会に出て、良い刺激にもなりました。 自治会行事等を通じて、たくさんの人との出会いもあり、 

ガーデンハイツでの生活が楽しくなりました。退任後もガーデンハイツでたくさんの人とふれ合っていくのが楽しみです。 

この場をお借りしまして、お世話になった皆さんにお礼を申し上げます。 

充実した１年を本当にありがとうございました。 
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退任される理事・役員さんからの 

        ごあいさつ 



 

マンションの長期修繕計画と建て替え計画について 

 

ガーデンハイツ入間管理組合  

第 29 期理事長 山﨑 二三四 

まえがき 

皆様には、日頃よりマンション管理組合の業務に、ご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

ガーデンハイツ入間は、今年で建築後３０年を迎えます。昔を振り返れば、マンション

分譲当時、私ども夫婦は、結婚、そしてまだ若かった妻（笑）の妊娠という人生の節目を

迎えていました。紹介もあって、仏子駅付近に設けられたモデルルームを訪れ、販売担当

者にマンションの現地案内をしてもらったことを機に、当マンション住人になりました。 

あれから３０年・・・（綾小路きみまろ風？）。私ども家族は、このマンションととも

に暮らし、楽しかったこと、嬉しかったことをマンションと一緒に時間を過ごし、年月を

重ねてきました。新築の頃から数年は部屋もきれいな状態でしたが、子供の成長とともに

壁紙や襖も汚れ、一部補修や給湯器・ガスレンジ等の機器交換は行ったものの長年放置状

態でした。 

昨年やっと私の定年退職を機に、老朽化した部屋の全面リフォームを行うことができま

した。リフレッシュしたのは部屋だけじゃなく、家族の心までリフレッシュができたこと

が一番良かったですね。 

 

長期修繕計画とは 

分譲マンションは、専有部分と共用部分で建物等が構成されており、共用部分について

は、区分所有者全員で管理組合を構成し管理を行うこととなります。専有部分の補修は、

自分たちだけの生活設計に合わせて適宜行うことができますが、マンションの共用部分の

補修は、多くの皆さんの合意形成がなければ行うことができません。 

建物等については、経年により劣化していきますので、それに対処するためには適時適

切に修繕工事等を行う必要があります。ただし、修繕工事等の費用は多額であり、修繕工

事等の実施時に一括で徴収することは、区分所有者に大きな負担を強いることとなりま

す。場合によっては、費用不足のため必要な修繕工事等が行えず、建物等の劣化を進行さ

せることとなり、それにより、あとで大きな負担が発生するおそれもあります。 

長期修繕計画は、そのようなことがないように、将来予想される修繕工事等を計画し、

必要な費用を算出し、月々の修繕積立金を設定するために作成するものです。 
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長期修繕計画は、保管されている設計図書、修繕等の履歴、劣化状況等の調査・診断の

結果に基づき、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定め

るものです。また、長期修繕計画は不確定事項を含んでいるので、５年程度ごとに調査・

診断を行い、その結果に基づいて見直し、必要に応じて修繕積立金の額も見直していくこ

とが前提となっています。 

長期修繕計画の対象の範囲は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用

部分及び附属施設が対象となります。わかりにくい部分として、窓枠、窓ガラス、玄関扉

等の改良工事が挙げられますが、これらは管理組合が行わなければならない項目です。た

だし、玄関扉や窓ガラス等の通常の使用に伴い修繕等が必要となった場合には、区分所有

者が行うものとなっています。また、給・排水管のように共用部分と専有部分とが構造上

一体となった設備は、管理組合が行うことができるものとなっています。 

 

老朽マンションの建て替えは、現実問題ほぼ不可能！ 

昨今、老朽マンションを建て替えるという話題が多くなっていますが、古くなったから

といって「建て替えられる」と考えるのは大きな間違いかも知れません。今の法制度では、

ほぼ不可能と言っていいほど建て替えには大きな壁があります。 

国土交通省の統計では、平成２４年末現在、日本全国にあるマンションは５８９万７０

００戸。そのうち、築年数が３０年を越す、昭和５８年までに建てられたマンションは１

２８万７０００戸と言われています。新耐震基準の施行は昭和５６年ですが、マンション

の場合、建設に時間がかかることから、同年くらいまでは旧耐震の建物が混じっていると

考えると、全体の２割ほどの建物は古く、耐震性に疑念がある可能性が高いことになりま

す。 

さらに、住宅が不足していた昭和３０年代に供給されたマンションは２ＤＫ・５０㎡が

スタンダードで、和室が中心で洗濯機置場が室内にない、水回りが狭く、洗面所がない、

電気の容量が少ないなど、現在の暮らしには快適とは言い難いものでした。 

そして、もうひとつ、問題なのは管理。国交省がマンションの管理に関する指針である

「マンション標準管理規約（当時は中高層共同住宅標準管理規約）」を出したのは昭和５

８年。それ以前は管理、メンテナンスに対する意識が低く、何も手入れしないままに１０

年、２０年が経過してしまったマンションもあると思われます。 

 

 しかしながら、国土交通省の統計では、平成２５年４月１日現在、全国で建て替えられ

たマンションは、準備中の事例を含めても 218 件（阪神・淡路大震災による被災マンショ

ンの建替えは含まず）しかないと報告されています。これに対して、建て替えを視野に入

れなければならない昭和５６年以前の旧耐震基準のマンションは、全国に３万８０００棟

以上あるのです。つまり、今まで０．５％程度しか建て替えが実現していないということ

です。そして、今後もこの数字が急にハネ上がることはないでしょう。 
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 建て替えが実現するマンションには共通点があります。それは、誰もが住みたくなるよ

うな場所にあって、なおかつ容積率が大幅に余っているということ。建て替えて住戸数を

増やし、それを分譲することで建築費とデベロッパーの利益が出る場合に限って可能とな

ります。各区分所有者の負担額がゼロでないと、建て替えは不可能と考えていいでしょ

う。そういう条件を備えた老朽マンションは、おそらく全体の２％未満ではないでしょう

か。 

 結局、全体の９８％以上のマンションは、事実上建て替えが不可能だと考えられます。

建替えを希望しても、実現しない例のほうが多いのが現実です。 

 

 法制度面で言えば、全区分所有者の５分の４が賛成すれば、建て替えができることにな

っています。しかし、容積率が余っていないマンションだと、建築費は１００％自己負担

になります。 

当マンションは、市街化調整区域内の敷地に建っています。先般、入間市役所建築指導

課開発指導担当に問い合わせた結果、「現在建っているマンションと同一敷地で大幅な造

成を行わない計画であれば、新たに開発許可の必要はないので、建て替えができないとい

うことはないと思われる。」とのことでした。詳細には、市の建築指導課に建築確認通知

書等の保管資料を持参して、都市計画法及び建築基準法上の多くの規制を確認してもらう

必要があります。しかし、現状の容積率を拡大して建て替えることは法的にも困難である

と思われます。まして、当マンションの立地条件等から考えても、協力を申し出るような

デベロッパー企業もいないと思います。 

マンションのデベロッパー部門を持つ大手建設会社に聞いたところでは、当マンション

の規模での建て替え費用（超概算）は、解体・除却に５億円程度、建築費はデベロッパー

の発注ベースで安く見積もっても１戸当たり２０００万円前後ということですので、全体

で５８億円。消費税も含めると６３億８０００万円。１戸当たり２４００万円かかりま

す。全区分所有者の８割がそれを負担できると思いますか。マンションの老朽化とともに

高齢化が進むマンションの場合、まず不可能と言えるでしょう。 

 

「現在のマンションは、かつてに比べ性能がいいので、50年で建替えが必要になると

は思えません。適切な管理をすれば、もっと持つでしょう。ただ、良い建物で、かつ十分

な管理をしたとしても、いずれは建物の耐用年数がきます。そうした場合を考えると、建

て替え費用というよりも、将来の建物の解体に備えて解体積立金を考える必要があるのか

も知れません。 

 

マンションの長寿命化修繕計画を 

コンクリートが実用化されて約 100年程度しか経っていませんので、コンクリート構造

物の寿命は、実際問題わかりません。一般に、税法上定められている法定耐用年数は、住 
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宅・学校で６０年、事務所で６５年、工場・倉庫で２３～４５年となっているようです

が、それは固定資産としての計算ベースであり、本来の建物の寿命ではありません。建物

も人間と同じように、きちんと健康診断を受けて、病気も早期発見して適切な処置を講じ

れば長生きできると思います。 

マンションの大規模修繕工事の周期は、「建物の仕組み」によって異なりますが、おお

むね１０～１５年です。近年は材料・工法の進化により延伸する傾向にあります。大規模

修繕工事を１２年周期で行うと、築後６０年間に４回大規模修繕工事を行うことになりま

す。通常の場合、第３回目は３６年を経過しており、建物を構成するすべての部材の修繕

周期がおおむね一巡することになります。大規模修繕工事は外壁だけでなく、様々な工事

の周期があります。例えば、塗装、窓回り、外壁の目地のシーリング、給排水設備の配管

の更新等もあるので、それらの劣化状況に合わせて、修繕時期を決めることになります。

こうしたことが、長期修繕計画の考え方の基本となるのです。 

第４回目の大規模修繕工事は、「他の新築マンションと同じレベルまでグレードアップ

する」ことが目標になります。４回目の大規模修繕になると、長期修繕計画で設定してい

る色々な部材の修繕周期が関係してきます。例えば、鉄部は、大体５年から６年目に塗り

替える。ところがアルミサッシの取替えは早いところで３０年くらい、遅いところでは、

資金計画も絡んできて４５年目になってもまだ当初のままだという状況も出てきます。 

当マンションの場合はどうでしょうか。現行の長期修繕計画では、玄関ドアや窓ガラス

及びアルミサッシの取替えは計画されていません。もう３０年経過していますので、戸車

の不良でドアの開閉に支障がでたり、ドアの施錠（クレセント）に支障がでたりしている

と思われます。また、窓ガラスを固定している目地モールも劣化していると思われます。 

管理規約では、第７条第２項で 

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 

三 窓枠・窓ガラス及び網戸は、専有部分に含まれないものとする。 

同規約第２４条では 

共有部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部にかかる改良

工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管

理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 

２ 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者

の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。 

という規定になっています。現時点ではこの内容に対応する細則がありませんので、区

分所有者がリフォーム等の際に窓枠、窓ガラス、玄関扉のいずれかの改良工事を実施した

い場合でも原則不許可にせざるを得ない実情もあります。 

最も、断熱用の窓枠、窓ガラスにサッシごと入れ替えた場合（うち窓タイプではありま

せん。）、個人でリフォーム会社等に依頼すると１世帯全部では概ね５０万円程度はかか

ると思われます。 
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「日本のマンションの５０％は、すでに財政赤字で大規模修繕工事の資金が不足してお

り、さらに４０％は今後２０年以内に赤字化する。その理由は、分譲当初に設定された修

繕積立金が少ないことが原因である。」と言われています。 

 日本に分譲マンションが建ち始めた昭和４０年代からバブル絶頂期の平成初期あたりま

では、高度経済成長の流れに乗り、建てれば売れ、資産価値も値上がりしていった時代背

景があり、売る側に修繕積立金について重要性の認識がありませんでした。また、マンシ

ョンは「仮の住まい」と考えられ、買う側にとっても長期的な維持管理に対する関心が低

かったことが金額設定を「適当」にさせた主因であると言われています。 

日本では約９割のマンションで修繕積立金が不足しているという現状。一刻も早く、こ

うした修繕積立金の「落とし穴」に気づき、管理組合として対策を講じなければなりませ

ん。 

当マンションは、これまでは長期修繕計画に沿って必要な修繕を行ってきましたので、

そこまで酷いマンションではありません。ですが、３０年が経過しようとする今こそ、

「意識改革」が重要視される時期にさしかかっているのです。 

修繕積立金の値上げは嫌ですが、建て替えが現実問題不可能と考えれば、マンションの

長寿命化計画について真剣に取り組むことが重要であると考えます。 

 

マンション修繕積立金が足りない 

負担こう決まる。所有年数は関係なし 

[日本経済新聞朝刊 2014年 11月５日付より抜粋] 

このタイトル見ると、ドキッとするでしょ。うちのマンションのことではありません

よ。でも真剣に考えないで放置していれば、いずれはこうなります。 

日本経済新聞にマンション住人としては無視できないコラムが掲載されていました。概

ねの内容は以下のとおりです。 

Ａ男さん（50）が住むマンションは築 20年を超える。このほど大規模な修繕工事をす

ることになったが、修繕積立金が工事費を大きく下回っていることが分かった。足りな

い分は「一時金」としてマンションの住人から徴収する可能性があるという。Ａ男さん

の負担額は数十万円。３年前に中古で購入したＡ男さんは納得がいかないでいる。 

 分譲マンションは、給排水設備や外壁などを定期的に修繕する必要があります。通常

はマンションの管理組合が、住人（区分所有者）から毎月一定額の修繕積立金を集めて

工事に備えます。国土交通省の調べによると、専有床面積あたりの修繕積立金は平均で

１平方メートルあたり月 200 円程度です。70 平方メートルの家なら１万 4000 円くらい

です。 

工事をするのに積立金が足りない場合は、お金を手当てするしかありません。手段は

大きく２つあります。「一時金」として一括で追加徴収する方法と、月々の積立金を値 
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上げする方法です。 

 必要な工事が迫っている場合は、一時金を選択するのが現実的でしょう。一時金が多

額になるのを防ぐには、管理組合で借り入れをする方法もあります。そのうえで修繕費

を値上げし、借金はその後の積立金の中から返済します。いずれにしても管理組合総会

で最終的な判断をすることになります。仮に総会で一時金を徴収すると決議をした場合

は、反対している人も従わなければなりません。 

 また、後から修繕費を値上げしたり、一時金を徴収したりする場合、マンションの所

有年数は勘案されません。そのためＡ男さんも「新築時から住む人と同じ基準で負担す

る義務を負うことになる」と弁護士はいいます。 

 委託した業者の試算が甘かったということもありそうです。その場合も「修繕費その

ものが補償されることは基本的にない」と弁護士は話しています。委託された業者にき

ちんと試算をする責任はありますが、必要な修繕費は試算とは関係なく発生するためで

す。 

 

当マンションも現在の修繕積立金では足りない！ 

不動産の取引実績から算定された埼玉県入間市内マンション物件の「修繕積立金ランキ

ング」では、ガーデンハイツ入間は１１９件中４６位です。このランキングを見ても、当

マンションの修繕積立金は他のマンションに比べて、そうは高くないということが言える

と思います。 

国土交通省が発表した修繕積立金のガイドラインでは、専有床面積 1平方メートル当た

りの修繕積立金の平均額は、当マンション規模の場合「２００円／㎡・月」程度は必要な

ようです。当マンションの修繕積立金は、専有面積１平方メートル当たり１６５円ですの

で、平均にも満たないのです。しかも、このガイドラインができたのは平成２０年６月。

現行の長期修繕計画が承認された直後のことです。それから７年も経とうとしている現

在、平均額のベースも相当上昇していると考えられます。さらに、消費税が５％から８％

に値上がり、2017年４月には１０％への再増税が見込まれています。 

東京都の調査では、建設労務単価が近年３か年で約３割上昇しており、公共工事の契約

を巡っては入札不調が急増しているとの報告があります。この背景には、五輪準備や東日

本大震災からの復興需要などで技術者が不足する「人」の問題に加え、人件費や資材単価

が高騰する「金」の問題が顕著化していることが挙げられます。 

 次回の大規模修繕工事は３年後の第 33期で計画されていますが、この時期は 2020年五 

輪準備に追われている２年前の 2018年にあたり、上述した背景により、さらに人件費や資

材単価が高騰すると考えられます。他のマンションでは、消費税増税前に大規模修繕工事 

を前倒しで実施した賢明なマンションもあるようですが、当マンションは残念なことに前倒

しするだけの余力がありませんでした。逆に、建物の調査・診断の状況にもよりますが、 
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３年後の計画を建設需要が沈静化すると予想される時期まで、あと３年程度遅らせること

も考えなければならないかも知れません。 

 いずれにしても、現実問題、上述した背景から修繕積立金の値上げは回避できないと考

えられます。これから先、これまで以上に修繕工事費がかさみます。値上げを拒んで、大

規模修繕工事を実施しないと、間違いなくマンションはスラム化の一途をたどります。せ

っかく苦労して買ったマンションです。長寿命化を図って、もっともっと長く住み続けま

しょう。 

 

マンション管理費は割安か割高か 

 修繕積立金の値上げが余儀なくされるような事態を聞かされると、無駄に使っている管

理費等はないのかという疑念が生じる人も多いでしょう。マンションの管理費が高すぎる

のは困りますが、その一方で「安ければいい」というものでもありません。管理の質を落

とすことなく、適正であることが必要かつ十分条件となります。管理費（修繕積立金を含

まない）の金額が他のマンションと比べて高いのか安いのか質問されたら、答えられる人

は少数ではないでしょうか。 なぜなら、多くのマンションが管理会社に言われるままに支

払っており、管理費の「相場」を知っている人が少ないからです。 

でも、管理費は「管理の質」＝「サービス内容」によって上にも下にも変動するため、

「個別精査」をする以外に管理費の適正金額を探る方法はありません。管理費が高すぎる

のは論外ですが、半面、「安ければ安いほどいい」というものでもありません。管理の「質」

に見合った対価（管理費の金額）であるかどうかが重要となります。コストバランス（「費

用」対「効果」）を見極めることが必要というわけです。 

不動産調査会社の不動産経済研究所が 2012 年８月末、首都圏の分譲マンションを対象

に世帯数や階数等に応じた管理費の平均値を調査・公表しました。それによると、調査時

直近 2011年の場合、戸数規模別ではマンション１棟の総戸数が５０～９９戸（２０１円８

４銭）、階数別では１０～１９階（建て）のマンション（１９９円６０銭）が、それぞれ最

も安い管理費（単価）であることが分かりました。 

当マンションの規模等に該当する相場では、総戸数が１００～２９９戸（２０３円９６

銭）、階数別では６～９階建てのマンション（２０４円９１銭）となっています。データは

すべて１平方メートル当たりの単価ですので、ご自宅マンション（１世帯）の管理費を専

有面積で割った金額（単価）が、今回、紹介した調査結果とどの程度近似しているかで、

おおよその「割安」「割高」度が判別できると思います。 

 ちなみに、当マンションの中で一番多いＤタイプの管理費で判断すると、管理費 7,700

円を専有面積 67.63㎡で割った１平方メートル当たりの単価は、１１３円８５銭／㎡・月

です。また、不動産物件取引価格から算定した入間市エリアでの管理費ランキングは、１

２５件中８８位です。１位が一番高いということですので、管理会社査定という観点から

も当マンションの管理費も割安ということが言えると思います。 
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最後に 

 長期修繕計画の見直しに着手してから２年間が経過してしまいました。計画の修正案を

皆様にご提示しようと、長期修繕委員会とともに理事会からも委員を増員して派遣し、こ

の間鋭意検討を進めてまいりましたが、役員だけでの検討には限界もあり、まとめあげる

ことができませんでした。理事長として、誠に申し訳ない気持ちでいっぱいです。 

 現行の計画では、大規模修繕工事が３年後に予定されています。長期修繕計画作成とと

もに大規模修繕工事の設計・発注準備も視野に入れて、建築後３０年目を迎えるガーデン

ハイツ入間の今後の長期的な維持管理計画をまとめあげなければなりません。 

 第３０期は、理事長として長期修繕計画の作成（見直し）に本腰を入れて、まとめ上げ

たいと考えています。そのためには、これまで以上に検討体制の強化、建物等の調査・診

断、技術力の知識向上、計画書作成の業務支援などを図るため、専門家への業務委託を考

えています。その先駆けとして、私なりに長期修繕計画作成のビジョンをまとめ、国土交

通省のガイドラインに沿った「長期修繕計画作成業務発注仕様書」を作成しました。 

 当マンションは、あと３０年以上は何とか持たせたいですよね。そのために最善の修繕

計画作成を目指します。今後も引き続き、皆様のご理解・ご協力を賜りたく、よろしくお

願い申し上げます。 

 また、この長文を最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。それと、最

後にお願いがあります。第３０期の管理組合役員は、１５名中１１名が留任している状況

です。今後もガーデンハイツ入間を健全で快適な環境を保持していくためには、是非とも

皆様のご理解・ご協力が必要です。このマンションをより良くしていくために、次回は役

員をお受けしていただくなど、積極的な組合活動に参加されるようお願いいたします。 

以上 
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           ★ ガス会社のコマーシャルで話題のお料理です！ 

 

        材料                           作り方 

        スペアリブ……… ４本             ①スペアリブは、肉の部分をフォークでところどころ刺します。 

        トマト（枝付）…… ２００ｇ            ②タレを合わせ、スペアリブを漬け込みます（約１５分）。 

        じゃがいも（中）…  小さじ２          ③じゃがいもは皮つきのままくし型（８本程度）に切り、サラダ 

                                     油を少々まぶします。 

                                   ④つけこんだスペアリブ、じゃがいもをグリルで焼きます。 

        タレ                          両面焼きグリル 上・下強火約１０分                           

        醤油・酒………各大さじ１と１／２        残り４～５分前にトマトを入れます。焼きあがったらそのまま 

        砂糖    ……小さじ１／２           庫内に５分置きます。                 

        コショウ・サラダ油…少々           
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                   狭山警察署管内では侵入盗が多発しています。 

   

     侵入盗防止の留意点 

 

● 数日間、留守にする時、新聞等は配達所に連絡するか、お隣の 

人に預かってもらう。 「不在なので配達しないでください」の張り紙 

はゼッタイしない。 

● カーテン等は全部閉めておかない。 

● 数時間の留守はラジオや照明等をつけておく。 

● ドアに２つ以上の鍵をつける。 

● 置き鍵はしない。 

● 高層階だからといって窓に鍵をかけ忘れしていませんか。 

 

 

 

 

 

    
                                  転入・転居状況 

       310 号室   小玉様  3 月 19 日 転居   ２０４号室  松田様 3 月 21 日転居 
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       進化した懐中電灯 

         ガスグリルでポークリブ 

  
 

 

防災・防犯に便利な新しいタイプの懐中電

灯をご紹介します。 単１形から単４形ま

で、どのサイズでも 1 本で使用でき、軽量

コンパクトでランタンとしても使えます。 

青いＬＥＤネックライトは首にかけて手

元・足元を明るく照射。 防犯対策にも便利

ですね。  

もしもの備えにお勧めの新型懐中電灯で

す。                                      

 
 

直火グリルなら 

お肉の余分な脂を

落とせるので 

美味しくて、とっても 

ヘルシーなんですよ 

      ● 管理員室便り ●      後藤 始                   

 
 

 

 

 

 

泥棒は様々な手口を使い簡単に家の中に侵入してきます。 

スーツを着た営業マンや作業員の恰好が多いようで、 きれい

な身だしなみだからといって決して安心出来ません。 人の目

と時間を気にします。 管理員室では、あまり見かけない人に

は積極的に声をかけて、行き先、氏名、ご用件等を聞いていま

す。その他、一日に３～４回の館内巡回や深夜には頻繁に狭

山警察署員がパトロールを実施しております。 また、ガーデン

ハイツ入間は防犯カメラを各所に設置し 24 時間対応いたし 

ております。 

29 期発行の「はなみずき」は、今回が最終号となります。 

誌面のカラー化に伴い、読みやすく解りやすい編集を心がけてまいりました。 

1 年間ありがとうございました。 


