
 

 

 

 

理事長  奥田 博之（おくだ ひろゆき） 

この度、新多摩川ハイム管理組合の第 33 期理事長

に就任することとなりました、奥田です。 

まずは前年度の役員の皆様、一年間大変お疲れ様でご

ざいました。今まで管理組合の理事役員にも就いたこ

とがなく、今回、理事長という重責を任されることに

なり、戸惑いと不安がありますが、理事会の皆様方お

よび委員会の皆様方、管理会社様、組合員の皆様方の

協力を得て、住み心地の良いマンションにするため精

一杯の努力をしてまいります。 

快適なマンション生活を送るためには住民一人一人の

マナーやモラルが重要であり、皆様方のご理解・ご支

援とご協力が必要です。管理組合も努力をしていきま

すので宜しくお願いいたします。 

 

副理事長  荻野 幾久枝（おぎの きくえ） 

この度副理事長を引き受けることになりました荻

野です。 

｢ふり向けば多摩川｣   越してきました時は、4号棟・

5号棟のみ、ぬかるみのある工事現場でした。33年も

前のことです。このハイムを良くするための努力が引

き継がれ、今こうして立派にあることと思います。 

コロナも少しずつ日常を取り戻せるまでになり、少し

忙しくなるハイムの行事・案件・大規模修理も控えて

おります。 

ハイムの高齢化も進み、私たちの暮らす場所が住みよ

く、住みたいと思える場所にしていくため、管理会社・

ハイムの皆さんと共に、これからの一年間力不足では

ございますが頑張っていきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

副理事長  樋口 洋志（ひぐち ひろし） 

この度副理事長を務めます樋口です。ハイムに住み

始めて34年が経ちました。これまで快適にハイムの暮

らしを続けられた事を感謝しています。 

今回は2度目の理事になります。今後もハイムが住民

一人一人にとって、「住みやすい環境」を維持できるよ

うに、理事会の一員として微力ではありますが、努力

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

防災防火担当  矢島  真（やじま まこと） 

防災防火担当を務めさせていただくことになりま

した。ハイム生活30年、ほぼ「ねぐら」でありました

が、コロナのお陰で昼間もハイムで過ごすことが多く

なり、緑溢れ長閑で便利、快適な環境であることを大

いに感じております。 

前任者からの引継ぎを受け、今までの理事の方々が、

この良好な住環境の維持向上のために重要な役割を果

たしてきたことを知りました。私も少しでもお役に立

てるよう理事同期の方々と力を合わせ一年間しっかり

努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

防災防犯担当  土志田 諭（としだ さとし） 

時の経つのがとても早く感じられ、あっという間に

安全、安心、健康がとても気になる歳になりました。 

現役を退いて以降、自宅で過ごす時間が長くなり、そ

れに伴い、生活の基盤である住居の安全が気になり出

しました。漠然と「ハイムは災害に対して大丈夫かな？」

と思っていたところ、理事が回ってきました。 

避けられない自然災害に対して先輩達が苦労して築き

上げられた防災のベースを学ばせて頂き、防災防犯担

当理事の一人として、このベースの上に一層の備えを

築き上げるべく、甚だ微力ですが尽力する所存でござ

います。どうぞ宜しくお願いします。 
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会計担当  小川 志津（おがわ しず） 

この度 33 期の会計担当理事となりました。新多摩

川ハイムには新築当時より住み始め32年となり、今回

は2度目の理事となります。今期は大規模修繕も控え、

また近年増加している大規模な自然災害に対する備え

も充実させていかなければならないと考えており、取

り組むべき課題も多岐にわたると思います。コロナ禍

が続く中、活動に制約が出る可能性もありますが、会

計担当として正確で着実な会計処理業務に当たるとと

もに、皆様のご支援ご協力もいただきながら、微力な

がら精一杯尽力させていただきたいと思っており、よ

ろしくお願いいたします。 

 

書記担当  福田 和宣（ふくだ かずよし） 

書記を担当させて頂きます福田です。ハイムに入居

して早30数年が経ちました。長年住んでおりますが、

管理組合および諸先輩理事の方々、管理会社等のご努

力により本当に快適な住環境の中で暮らせていること

に、改めて感謝しております。今後もより良いハイム

となりますよう、微力ながら尽力させて頂きたいと思

います。一年間、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

環境担当  小林 京子（こばやし きょうこ） 

今回、環境を担当させていただく小林です。二度目

の当番になります。一度目の当番はこのマンションの

1、2、3 号棟、そしてサミットストアも、まだ完成し

ていない頃でした。理事会のメンバーも今の半数位で、

それぞれの役割も決まっていませんでした。30数年前

のことです。この間に新しい住宅やお店があちらこち

らにでき中野島も賑やかになり、マンションの木々も

間引きをする程、大きく立派に成長しました。緑の環

境委員会・ガ－デニングクラブの皆様のご尽力で、今

では、毎春、敷地内でお花見ができ、一年を通じてき

れいな花々を楽しむことができます。 

今期は大規模修繕工事が始まる予定で、マンションも

十数年の汚れを落とす事になります。化粧直しする建

物に負けず、現在の木々や草花が更に美しく輝き、心

潤う環境になるよう微力ではありますが、努力したい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

広報担当  猪飼 邦夫（いかい くにお） 

主として「ハイムだより」を担当します第 33 期理

事・広報担当の猪飼です。 

当ハイムの最後の建屋である1号棟に完成を待って入

居し、その年に当番となり、今回が二度目の当番とな

ります。ここの暮らしには多摩川と大きく育った緑の

自然環境の良さと交通の利便性などの面で満足してい

ます。  今回、二回目の大規模修繕工事の実施が予定

されており、高齢化対応のバリアフリー化などの検討

事項が山積しています。ハイムの皆様にこれらの諸問

題の適切な説明をお伝えできるよう、広報担当として

微力ながら役目を果たして参りたいと存じます。どう

ぞ宜しくお願いいたします。 

 

広報担当  東  賢太郎（あずま けんたろう） 

もともと中野島の住人であった私は、27年前に一家

4 人で 5 号館に入居しました。駅近で多摩川が近く、

ペットが飼える事が希望条件でした。現在は夫婦二人

と犬猫三匹と暮らしております。 

この度、住民の順番として理事の役を仰せつかり、広

報の担当になりました。私は現在高津区で小売業を自

営し、また業界の役職を幾つも受けておりますので、

老いの始まった頭脳が苦戦し始めました。趣味は毎年

夏30日間国内海外一人旅、バイクツーリング、楽器、

ETC.です。 

ハイム住民の方々は広い分野で見識の高い方々が多い

ようですので、相互の交流が広がると良いですね。 

広報の役割に於いて、至らない点があるかと存じます

が、任期の一年間は頑張りますのでどうぞ宜しくお願

いいたします。 

 

コミュニティ担当  岩田 洋子（いわた ようこ） 

第 33 期理事会のコミュニティ担当になりました。

当ハイムに住んで27年近くになります。自然環境に恵

まれ生活しやすい地域にすっかり根を下ろしているに

もかかわらず、当マンションの住みやすさを支えてく

ださっている管理組合について全く知らんぷりしてき

たことを、この度役員となることで思い知らされまし

た。これを機会に自分の住んでいる住居や地域のこと

をしっかりつかんで、よりよい住環境が維持継続でき

るよう同期の理事の方々や先輩理事の皆様の助言を得

ながら微力を尽くしたいと思います。よろしくお願い

申し上げます。 

 

コミュニティ担当 岩波 直子（いわなみ なおこ） 

第 33 期理事会のコミュニティ担当になりました岩

波直子と申します。当ハイムに住んで20数年が経ちま

すが、管理の良さと利便性にずっと感謝いたしており
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ます。しかし、理事会やその活動内容については全く

と言っていいほど知識がありませんので、今後は積極

的に活動に取り組み、より快適なハイムづくりに努め

ていきたいと思います。 

また、一年を通じて花や緑を楽しめる環境もとても素

晴らしいと感じております。このような環境づくりに

も、微力ではございますが、協力させていただきたい

と思っております。一年間、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

駐輪・駐車場担当  濱口 誠司（はまぐち せいじ） 

駐輪・駐車場を担当させていただきます濱口と申し

ます。 

交通の便が良く、落ち着いた環境のハイムでの生活が

気に入っています。 

私は今まで理事会の活動にあまり関心が無かったので

すが、今日の快適なハイムの環境は歴代の理事の方々

のおかげとの認識を新たにしました。 

なお、私自身は駐車場を利用しておらず、色々気づか

ないこともあろうかと思いますので、ご意見ご要望等

ございましたらお寄せいただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

中野島町会担当  斎藤 正美（さいとう まさみ） 

ハイムが出来る前から近くに住んでおりまして、ハ

イムの工事が進んでいく姿を毎日眺めていました。 

そして絶対ここに住みたいと思い、入居できた時の喜

びは今でも鮮明に思い出します。ハイムで快適な生活

ができるよう日々ご尽力されている方々のお陰で、長

い間安心に暮らすことができました。感謝です。 

ところが（?）この度、思いもよらず二回目の理事への

お声掛けがありびっくり仰天。本当に非力ではござい

ますがハイムのために少しでもお役に立てればとお受

けした次第です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

中野島町会会長  石山 元一（いしやま もといち） 

日頃より中野島町会の諸活動に深いご理解とご協

力を賜り、大変感謝致しております。 

コロナ禍の感染拡大により多くの事業が中止となり残

念な思いですが、ようやく沈静化の兆しも見えてきた

昨今です。まだまだ自衛措置を緩めずにいきたいもの

と思います。 

｢人のつながり｣を阻害するこの感染症対策は、変化と

新しい試みが必要と考えます。 

海峡を進む船を見るとき、反対側から見ている風景を

合わせて船の全容が見えます。物の見方、考え方も同

様かもしれません。 

中野島に住む多くの人たちが、これからを創るために

も力を合わせ、心を合わせて参りたいものです。 

 

監査  佐藤 秀繁（さとう ひでしげ） 

第一回大規模修繕工事の実施時、2002年に入居しま

した。今回二回目の大規模修繕工事実施時に、監事役

を行うのも何かの縁かもしれません。 

監事は業務と経理の監査を行いますが、これの役目を

果たせるように努力します。ただ、今まで何ら問題が

生じておらず、今期も同様に問題が生じないことを願

っています。 

理事会としては、一部役員の任期の複数年化、地下階

設備への止水板の設置、修繕積立金の増額、などが主

要な課題と思っています。なお、震災への対応が一番

重要な問題です。巨大地震が発生した時、建物が十分

な安全性を保ち、かつ組織的な対応が迅速に不足なく

機能することを、切に願っています。よろしくお願い

いたします。 

 

監査  小島  馨（こじま かおる） 

  33期監事を担当することになりました。 

依頼が来た時は面倒、どう逃げるか考察しました。 

皆が諸事情抱えて,私も逃げ道は持っていますが、何と

か手に入れた城です。快速は止まりませんが立地面で

はとても良い環境だと思っております。 

築年数がだいぶ経過しましたが、資産価値は落ちてい

ません。 

治安も良いと思います。身勝手思考ですが、今の治安、

資産価値を落としたくありません。輪番制の一年です

ので勉強のためお受けしました。否定されることもあ

るでしょうが自分の意見をしっかり言っていきます。 

 

大規模修繕工事 進捗状況について     大規模修繕委員長 佐々木 博 

 

去る8月28日開催しました「住民説明会」においては、今般のコロナ禍状況をご理解の上参加いただき、誠に

ありがとうございました。以下、その後の大規模修繕委員会の活動内容をご報告いたします。 
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業界紙「建設通信新聞」に掲載し、施工会社の公募を行いました。 

9月3日締め切り日に12社の応募があり、各社の内容を確認した上で当マンション現地説明後に工事見積を依頼

しました。10月29日締め切り日に各社より工事見積の提出があり、現在見積内容の精査、分析を進めています。

今後は、各社とのヒアリングを通じて施工会社を絞っていきます。 

※ 応募会社は施工会社選定中のため公表は控えさせていただきます。 

 

 

日時：2021年 10月10日（日） 13:00～14:50 

＜審議事項（要旨）＞ 

1. 役職の決定 

理事会の互選により役職を正式に決定した。本号

に役職と各人の挨拶を掲載した。 

2. 今後の理事会業務の進め方 

第 33 期理事会および三役会の年間スケジュール

を下記に決定した。 

理事会：原則毎月第 1 土曜日 9:30～11:30 

三役会：原則毎月最終土曜日 9:30～11:30 

 フリーマーケットの開催については、2022年5月

を予定しているが、ここ2年間はコロナの影響で

中止になっている。2022年は状況により判断する。 

3. 第33期事業計画等スケジュール 

 修繕積立金会計の事業計画 

① 給水ポンプ分解整備 

前期からの仕掛事項。11 月の理事会で承認する。

喫緊事項。 

② 雑排水管抽出調査 

前期8月の理事会で決定しており、現在調査中。

調査結果が 10 月～11 月に出てくるので、それを

受けて今後検討していく。 

 その他事項 

① 1号棟店舗（すし将）周辺境界確認等 

定期引継ぎ業務で、共有部分には荷物を置かない

取り決めになっており、その確認を行うものであ

る。 

② 止水版設置等、止水対策検討 

前期より TDS(株)に確認業務を委託している。報

告書等の検討は防災対策班担当が行う。 

③ 大規模修繕工事関連 

大規模修繕委員会は、毎月最終土曜日の 13：00

から打ち合わせを行っている。 

大規模修繕工事会社の選定については、前期から

の仕掛で公募を、その後工事見積を依頼している。

今後は1社に決めて2022年1月～2月の臨時総会

にて承認の予定。 

次回の大規模修繕委員会には、理事長、副理事長

Ⅰ、副理事長Ⅱの3名が代表で出席することとした。 

④ 長期修繕計画書の内容精査及び修繕積立金改定

の確認等 

長期的に 25年ぐらいを見越した計画書があり、前

期理事会においても将来に向けて修繕積立金の改

定の必要性を確認している。 

大規模修繕以外に、排水管、サッシ、玄関扉、エ

レベータ等があり、現在の修繕積立金の改定を考

えていく必要があろう。 

4. その他事項 

 居住者からの問い合わせ事項等 

理事会で新たに出た意見等の紹介、必要に応じ議

論、検討を行っていく。 

 中野島町会担当理事よりの依頼 

町会の防災対策班として、ハイムからは町会担当

理事、環境担当理事、コミュニティ担当理事Ⅰ計

3名が参加する事を決定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイム公式ホームページ「ハイムのひろば」 

https://heimnohiroba.com/ 

このホームページは居住者限定情報です。閲覧には

パスワード[heim2018]の入力が必要です。 

新多摩川ハイム     Shintamagawaheim 

● 編集後記  

第116号の「ハイムだより」をお届けいたします。

今回より第33期理事会が発行を担当させていただ

きます。一年間よろしくお願いします。 
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第33期理事会議事録の概要は以下の通りです。 

過去の議事録は管理事務所にて閲覧できます 
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