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理事長 上野月子（うえのつきこ） 

新多摩川ハイム住人の皆様こんにちは。前理事会

（３１期）役員の方々、お疲れさまでした。３２期

理事長を務めます、上野です。 

昨今の私の暮らしぶりは、自分自身の世話が出来

ればよいというスタンスで過ごしてきましたが、ま

だ、人様のために働くことが出来るのかなと考え理

事長を引き受けることにしました。歴代の理事会役

員の方々、様々な業務に従事している方々にはいつ

も有難いと感謝をしておりましたが、自分は関わっ

てきませんでした。 

私達が暮らす新多摩川ハイムでは、住商建物㈱に

管理を委託しており、理事会運営支援、管理員およ

び清掃員さんなどが様々な日常業務を行っています。 

新多摩川ハイム理事会は住民の代表として、管理

会社とも協力し、解決すべき問題に取り組んでいき

ます。 

新多摩川ハイムの皆様がより良い環境の中で、快

適に過ごしていけるよう、頑張ります。 

 

 

副理事長 落合博幸（おちあいひろゆき） 

副理事長を務めさせていただくことになりました

落合です。新多摩川ハイムには、1998年に転居して

まいりました。ここに暮らし、20年以上となります

が、多摩川をはじめとした自然環境、交通の便利さ

等に於いて満足しています。 

また、理事会の皆様方および委員会の皆様方が非常

に有用な活動をされており、頭の下がる思いです。 

一方で昨今は、集中豪雨や大型台風による自然災害 
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により、マンションに於いても甚大な被害がもたら

されるケースもあり、早急な対策が望まれています。

また、コロナ禍の影響下により社会状況が一変する

とともに、住民の皆様方の高齢化も伴い、暮らし方

にも変化が訪れています。今後はこのような新しい

生活様式への対応も必要と感じています。 

微力ではありますが、ハイムの将来を見据え、より

素晴らしい環境となるべく努力していく所存であり

ます。よろしくお願いいたします。 

 

 

副理事長 星野均（ほしのひとし） 

当ハイムに住みはじめて 29年です。中野島は、生

まれ故郷岐阜に居た年数をはるかに上回り、私にと

って居住年数最多の土地となりました。 

私の娘はこのハイムの管理組合が築き上げてきた

快適な居住環境（植栽、プレイロット、コミュニテ

ィプラザ等）の中で育ち巣立っていきましたし、ま

た、私の家族は子どもの縁で同年代の子どもさんが

いるハイム内のいくつかの家族と長い付き合いをさ

せていただきました。 

家族の思い出の詰まった大切なハイムが、今後も

「住みやすい環境」を維持できるように、微力では

ありますが、努めたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 
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会計担当 吉成豊（よしなりゆたか） 

この度会計担当理事になりました吉成です。ハイム

ができて間もなくの１９８７年に住み始めてからも

う３３年が経ちました。今回は２度目の理事になりま

すが最初の時のことはそれほど大きな課題もなかっ

たせいか（？）ほとんど覚えていません。 

住む人も建物も年を重ね周りの環境も変化した今

取り組むべき課題も増えてきたようです。微力ながら

精いっぱいやらせていただきますのでどうぞよろし

くお願いします。    

 

書記担当 杉野光男（すぎのみつお） 

中野島に越してきたのが 1993 年のこと、それまで

は小田急登戸駅の近くに住んでおり、むかしの南武線

といえば、今の黄色のラインカラーではなく、茶色の

「チョコ電」と呼ばれていたのを懐かしく思い出しま

す。 

早いものでそれから約 30年、海外勤務や海外勤務

などの関係で、理事をお引き受けする時期が遅くな

りましたが、諸先輩理事の方々が残された記録を拝

読の上、新多摩川ハイムの安全な居住環境と、資産

価値の維持につき、微力ながら尽力いたす所存でご

ざいますので、何とぞ一層のご支援とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

防災防火担当 須藤明子（すどうあきこ） 

防災・防火担当理事を務めさせていただくことにな

りました。あらためてこれまでの理事の方々のご苦労

を再認識し感謝するとともに、この大規模マンション

新多摩川ハイムにおいて、居住者の皆さまの防災意識

を高めていく活動や、昨今激しさを増す自然災害への

対応等、その責任の重さに身が引き締まる思いがいた

します。 

この１年皆さまのお力添えを賜りながら、安心して

暮らしていただけるよう努力していきたいと思って

おります。どうかよろしくお願いいたします。 

 

防災防犯担当 村田修 （むらたおさむ） 

新多摩川ハイムに引っ越して 30 年余り､2 度目の理

事が回って来ました。 私は､理事会の役割は「集合住

宅としての住環境の維持向上」にあると考えています。

建物と敷地全体を健全に維持管理していくこと､同時

に良好なコミュニティを形成維持して行くことだと

思います。幸い､新多摩川ハイムは､理事会はじめ各種

委員会やハイムクラブの活動とこれらを紹介するホ

ームページ等々により､満足出来る住環境にあり､

常々､ご尽力いただいている方々に対して感謝の念を

いだいております。  

この１年間､防災､防犯担当(修繕担当兼務)として､

微力ながら務めてまいりたいと存じます。 

 

環境担当 寺田由紀子（てらだゆきこ） 

環境担当となりました寺田です。美しい花々と生垣、

植栽が綺麗なハイムが保持されている事を、今迄は他

人事のように捉えておりました。花や草木が好きで 1

階に住いを得て、庭いじりを楽しんでおりますが、こ

れからはハイムの植栽を中心とした環境整備という、

より広い視野で臨まなければと思います。 

コンクリートや鉄で出来た無機質なマンションに

暮らす私達に、緑は安らぎと潤いをもたらしてくれま

す。心地よい環境整備の為に、微力ながら努めますの

で、どうぞよろしくお願い致します。 

  

広報担当 三浦千惠子（みうらちえこ） 

「ハイムだより」を担当します三浦です。 ここ 

１０年、介護のために川崎を離れていることが多かっ

たのですが、ハイムの管理の良さと利便性を痛感して

おります。又、昨年の大水害、今年の新型コロナウィ

ルスの蔓延等、安全で安心な住環境と心地よい住空間

の大切さを再認識することになりました。  

理事会の役割は、住んでいる所をどうやったら豊か

に、住んでいる方々を幸せにすることを皆で考え実行

することだと思います。少しでもお役にたてれば嬉し

く思います 



広報担当 宮崎岳彦（みやざきたけひこ） 

この度広報「ハイムのひろば」を担当することに

なりました。ハイムには５号棟竣工当時から住んで

おります。30数年と長い年月が過ぎましたが、その

間自営業の仕事（建築イラスト制作）もあってハイ

ムには寝に帰るだけの生活が続いております。  

今回 Web 関連の役目であれば何とかお力になれる

かと思い、お引き受けさせていただきました。これ

まで担当された皆様の尽力に感謝し、足を引っ張る

ことにならぬよう努力してまいります。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

コミュニティ担当 村上正子（むらかみまさこ） 

この度、コミュニティ活動を担当させていただき

ます。上京してから、坂道の多い街で住むことの多

かった私は、中野島は平坦で、坂がなく，当ハイム

は緑の多い環境と専用庭のあるのが嬉しく、住んで

２０年近くになります。 

早くコロナウィルスが沈静化して、フリーマーケ

ットが開催できることを願っています。少しでも、

地域との交流が深まることに協力したいと思います。

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

コミュニティ担当 西堀圭彦（にしぼりよしひこ） 

第３２期理事会のコミュニティ担当となりました

西堀圭彦と申します。今日まで私は、自分の住んで

いるマンションが成り立っている仕組みを考えたこ

とはありませんでした。正直に申し上げれば、理事

会という存在さえ知りませんでした。ですが、この

度、理事を依頼され、今まで一切関わってこなかっ

た反省の念と、今までに知らなかったことを学ぶ良

い機会であるという思いから引き受けた次第です。 

今はまだ右も左もわからず不安な気持ちではあり

ますが、同期の理事の方々と協力し合いながら、任

された役目を全うしたいと思います。宜しくお願い

致します。         

 

駐輪・駐車場担当 筑井千枝子（つくいちえこ） 

第３２期理事会の駐輪・駐車場を担当することに

なりました筑井と申します。 

毎月第三土曜日に予定しているハイム駐車場棟フ

ロア変更抽選会や駐輪場・駐車場の巡視、理事会へ

の参加など、微力ながら務めさせていただきます。

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 
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中野島町会担当 倉島周平（くらしましゅうへい） 

この度、３２期の中野島町内会担当になりました 

倉島と申します。今年の１１月で新多摩川ハイムに

住み１年半になります。近隣の方々との関わり合い

が少なく、今後を心配していたところで今回理事会

のお話をいただきました。 

微力ではありますが、ハイムの皆様のお力添えを

いただき、また中野島町会の方々とも連携をとりな

がら、住みよいハイムづくりに努めていきたいと思

います。どうぞよろしくお願い致します。 

中野島町会会長 石山元一（いしやまげんいち） 

日頃より中野島町会の活動に深いご理解を賜り大

変感謝しております。 

本年度は、コロナ禍のもと多くの事業や諸活動が

中止となり残念な思いです。「人のつながり」を阻害

するこの感染症の広がりは、具体的な変化の取組が

求められ、失敗を重ねながらも新しい試みを進めて

行きたいと考えます。相互理解に不可欠な言葉のキ

ャッチボールも、異なる意見にドッチボールのよう

なぶつけ合いは避けたいものです。 

先人は「焼きそばパン」という素晴らしい融合を

生み出しました。中野島の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と考えます。 

監事 高冨一男（たかとみかずお） 

第３２期監事担当の高冨です。ハイムに２０数年

間、住んでおります。入居時に小さかった木々も立

派に育ち、今では新緑の春と紅葉の秋を楽しみにし

ております。 

監事としてこの１年間、微力ながらしっかり役目

を果たして参りたいと存じますので宜しくお願いい

たします。 

監事 丹治佳造（たんじよしぞう） 

この度、３２期の監事を担当させていただくこと

になりました。ハイムに入居した頃は、他の棟が工

事中で近隣には梨畑が点在し、夏になると蝉が大量

発生していました。今では蝉の数より人数が勝るか

もしれませんね。長年にわたり、快適なハイムの暮

らしが続いていることをありがたく思っています。 

今後の住環境には設備、防災、高齢化の対応など

様々な課題がありますが、理事会の皆様と共に協力

し、努めてまいります。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 



∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

第３２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 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

ハイム公式ホームページ「ハイムのひろば」 

https://heimnohiroba.com/ 

「理事会からのお知らせ」等居住者限定情報の閲覧

にはパスワードの入力が必要です。 

パスワード:heim2018 

 

 

 

 

 

 

日時：令和 2年 10月 4日（日）  

13時 00分～13時 50分 

＜審議事項（要旨）＞ 

１．役職の決定 

 理事会における互選により役員を正式に決定した。 

 役職は、本誌各自あいさつに記載のとおり。 

 

 なお、大規模修繕委員会には、第 32 期理事会メン

バーから上野理事長、落合副理事長、星野副理事長、

村田理事、西堀理事が参加する。 

 

２．今後の理事会の進め方 

 第 32 期理事会および三役会の今後 1 年間の開催日

程を決定した。 

 理事会 原則として毎月第 1土曜日 9:30～11:30 

 三役会 原則として毎月最終土曜日 9:30～ 

 

３．第 32期事業計画スケジュール 

［修繕積立金会計による事業計画］ 

①大規模修繕工事調査・設計・監理業務 

調査・設計・工事監理会社として（株）TDS を選

定し、契約を締結済み。（株）TDSは建物診断を準

備中で、現在は全戸向けにアンケートによる調査

を実施中。 

 ②プレイロット遊具更新等工事費 

  第 31期に予算が承認されており、第 32期中に工

事を完了させるべく、具体的検討に入る。 

 ③その他の計画 

  外灯更新工事、照明器具交換工事、給水ポンプ分

解整備、雑排水管抽出調査費、受水槽補修工事 

 

４．その他 

 ①管理棟地階への浸水対策検討 

大水害が発生したときに地階にある電気設備等

を守るために、止水板、排水ポンプ等の検討が進

められてきたが、まだ結論は出ておらず継続課題

となっている。（株）TDSなどの専門家の意 
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見を得るなどの情報収集を急いでいる。 

 ②アスベスト含有に関する通知の件 

  10月通常総会での質問の中で、特定の号棟の専有

部分の一部（壁・天井）にもアスベスト含有が認

められる、との発言があった。工事による分解・

破壊がなければ問題はないが、居住者にとって重

要な情報なので、該当居住者に何らかの通知をす

るのが妥当という結論になった。通知案を作成し、

次回理事会に諮る。 

 ③防災委員会から理事会への防火・防災業務移行に

ついて 

第 31 期防災担当理事と西浦防災会責任者に次回

理事会に出席いただき、業務移行の内容について

説明をお願いすることとした。 

 ④フリーマーケットについて 

コロナ禍で今年の開催は見送られたが、来年の開

催の可否について既に実施済みのアンケート 

結果を踏まえ今後討議を行う。 

 ▼ハイムの紅葉(４号棟前） 

編集後記 

第 111号の「ハイムだより」をお届けいたしまし

た。今回より第 32期理事会が発行を担当させてい

ただきます。1年間よろしくお願いします。 


