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□ 5月号の内容 □ 

１．お知らせとお願い 

２．退任のご挨拶 ≪1年を振り返って≫ 

３．理事会報告 

４．お知らせとお願い (追記) 

５．組合員からの要望について 

 

             お知らせとお願い 

☆ 通常総会開催及び「トータル」会計住民説明会のお知らせ 

平成 22年度（第 28回）通常総会を下記のとおり開催いたします。万障お繰り合わせの

上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。なお、通常総会前に「トータル会計」

住民説明会を開催いたします。こちらの出席も併せてお願いいたします。 

  日  時：平成 24年 5月 20日（日） 住民説明会：14:00  ～  14:15 

                                    通常総会  ：14:15 ～ 16:00 

場  所：ＴＯＭハウス大ホール 

議 案 書：4月末 配付済 

 

☆ 一斉草取りと団地交流会のお知らせ 

5月 27日（日）9時 30分～11時 一斉草取りを行います。その後、団地交流会をいた

します。みなさまのご協力とご参加をお願いいたします。 

雨天の場合は 6 月 3 日（日）に順延します 

 

☆ 『子供の遊び場所にご注意』と『ペット（犬，猫）飼育の禁止について』 

文中にてお知らせしております。こちらも是非一読下さい。 
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退任のご挨拶 

《１年を振り返って》 

       副理事長 奥地幹雄 

 

「サクラ切るバカ、ウメ切らぬバカ」と俗に言いならわされています。これは、サクラ

は太い幹や枝を切ってしまうと花の季節に全体の姿がみすぼらしくなってしまうから。ウ

メは反対に、枝の伸び方が勢いよすぎるので、適当に剪定してやらないと、花時の形が悪

くなってしまうから。……ではないかと素人考えで思っています。 

今年は春先の寒暖の波が異常に大きかったため、その花たちも戸惑ったのか、ウメとサ

クラが遅ればせに相次いで咲き、花見の計画が見込み違いになった方も多かったのではな

いでしょうか。それでも花は必ず咲きます。自然の営みとは大したものだとつくづく感じ

入ります。 

早いもので、間もなくわたしども 23年度の役員の任期が終わる時期となり、通常総会の

日も近づきました。この１年、小生はあまりみるべき活動はしていません。しかし、他の

役員方や特別委員会の方々の働き振りには目を見張らされました。ちょうど東日本大震災

の後だったためもありますが、定期の月例会議のほかに毎週のように会合を開き、補修個

所についての要望事項の検討、補修工事現場の視察等々、時間を工面して真摯に対応され

ていました。特に藤井理事長の精力的な取り組みには頭が下がりました。どんな些細なこ

とでも、管理事務所経由で要望やクレームがあると、担当任せにしないで、先頭に立って

対応し、その記録も自ら克明に会合で報告されるのです。職務とはいえ、よくそこまで手

を抜かずに動かれるものといつも感心しきりでした。補佐すべき立場の小生はなにをして

いたのかと、じくじたる思いです。 

ともあれ、今期の役員・特別委員会委員の仕事も間もなく終わります。ここまで頑張っ

ていただいた皆さんに感謝するとともに、いつも激励、苦言も交えてご協力いただいた組

合員各位にも、僭越ながら理事会を代表して厚く御礼申しあげます。                                                    

（了） 
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理事会報告 

第１4回臨時理事会 

平成２４年３４月１７７日（土）午後７時～午後８時３５分 

場所：管理事務所集会場 

特別参加者：河合氏、大野氏、垂井氏（新理事候補者） 

 

１．報告.審議事項 

 (A) 植栽委員会（3月18日）報告 

   １．平成 23年度の経過報告と会計報告 

「今年度の経過」「今年度の主な出来事」「今年度の残りの整備」「会計報告」 

２．平成 24年度の植栽整備計画と予算案 

「来年度の整備計画」「来年度の予算案」 

 今月の植栽整備 

 ①松村園芸に新年度業務「年間緑地管理」「法面草刈」の見積り提出を年度当初ま 

  でに要請、また、草刈鎌研ぎを依頼。（4月中仕上げ） 

   ②緑の会活動（4月1日）8名参加 

 中央広場整備 ― 植栽幼木の育成と景観を考慮して障害木、枝の伐採。 

 7号棟西側のアジサイ根元に散布予定の「オルトラン粒剤」は夏場に実施予定。 

 次回活動予定は4月21日（土）法面伐採他を計画。 

 ③分科会 

 マンリョウのマーキング作業予定（4月10日） 

 東法面の間伐木候補チエック作業予定（4月15日9：30～） 

 ④再三の強風による管理事務所前の植木鉢（3個）転倒に対する対処法を検討。 

 ３．⑤ソーラー式簡易街路灯を東側階段下に仮設置して（3月25日）照度および点灯

時 

 間 

  ほかテスト中。 

(B) 高層棟給水施設改修に関する住民説明会について（3月18日実施） 

(C) 集会所前広場テーブルの不具合の件（3月26日） 

  ①１カ所のテーブルが転倒し施工元の大成建設と修繕について調整中。 

(D) 団地入り口、取り付け道路の溝部掃除の件（4月2日） 

  ①シルバーさんと共に清掃実施。（目詰まりは排水溝の不具合か？） 

(E) リソグラフ用排紙台の設置 

  ①はがき、封筒などの印字に活用。 

(F) 規約集（増補改訂版）について 

  ①今回は新旧理事および事務所に１０冊を配布し、電子化（ワード形式）して保存。 

(G) 回収集計中  

  ①居住者名簿更新について 

  ②新マンション総合保険アンケートについて  

(H) シルバー人材と交渉および次年度契約更新（４月4日） 

  ①次年度より派遣制度が廃止となり全面請負制度に移行。（作業内容は従来通り） 
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(I) ６号棟最上階の居住者から４月３日の暴風雨時に雨漏れの音が発生とのクレーム 

    があり。 

  ①JSと共に確認作業を行うが、原因が特定されず暫く様子を見ることにする。 

(J) ５号棟居住者からドアの塗装はがれ修繕の申し出があった。 

  ①共有部分だが、居住者の不注意によりはがれたと考えられるので、居住者負担と 

なる。  （同色塗料の在庫使用も案内） 

(K) 6号および7号棟間の道路縁石を車が乗り越えるため緑地の破損があり改善の要望 

    を受ける。 

  ①車止め（カラーコーン）又は花壇用の鉢植えなどを置くことを検討。 

 

2.議案書について 

  (A) 議案書原稿進捗状況について 

  (B) 配布は予定通り４月２９日の予定、階段表示は４月２３日を予定 

 

 

第１5回理事会 

平成２４年４月２１日（土）午後７時～午後８時４５分 

場所：管理事務所集会場 

特別参加者：河合氏、大野氏、垂井氏（新理事候補者） 

 

1. 報告.審議事項 

 (A) 新役員候補交代について 

 （経理）   中原喜一郎 → 水田辰雄（2-1004） 

 （施設・防災）平田耕三 → 福井将之（10-104） 

 上記の通り2名の新年度役員候補が変更になります。 

 (B) 集会所前広場のテーブル不具合について 

 大成建設、正太建設による修繕工事完了。（4月18日） 

 (C) 居住者名簿更新、新マンション保険アンケート、災害時要援護者の中間集計 

 4月末日を待って最終集計を行う。 

  (D) 平成23年度決算報告について 

 一般会計「前年度繰越金」の計上記載方法を検討 

 トータル会計説明会の開催手順検討 

  

  (E)   規約集（増補改訂版）について 

現行規約を編集し、事務所在庫１０冊、窓口事務所２冊（内１冊はコピー用）を用意。 随

時対応できるよう電子化資料を保管。(E) 規約集（増補改訂版）について 

現行規約を編集し、新旧理事に配布および事務所在庫10冊、窓口事務所2冊 

（内1冊はコピー用）を用意して随時対応できるよう電子化資料を保管。 

 

2. 4月の植栽整備関連報告 

 ①松村園芸と新年度業務対応を準備 

 ②緑の会活動 →中央広場整備（4月1日）、法面整備（4月21日） 
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 ③分科会活動 →草刈外注への準備作業として保護植物のマーキング（3月10日） 

 間伐木候補選別作業（4月15日） 

      ④委員会臨時作業 →北法面（8～10号棟北）にアジサイの補植（4月30日予定） 

   ⑤新年度業務引継準備 →一斉草取りおよび団地交流会の計画他 

       ⑥ソーラー式簡易街路灯設置の件 

   光量不足および点灯時間延長の改善を設置方法も含め検討。 

 

①松村園芸に新年度業務「年間緑地管理」「法面草刈」の見積り提出を年度当初までに

要請、また、草刈鎌研ぎを依頼。（4月中仕上げ） 

 ②緑の会活動 

・中央広場整備―植栽幼木の育成と景観を考慮して障害木、枝の伐採（4月 1日） 

・法面に散乱する枯れ枝の整理（4月21日） 

③分科会 

・マンリョウ等の小低木・幼木へのマーキング。草刈外注への準備作業（4月10日） 

・東法面の間伐木候補の選別作業（4月15日） 

④委員会臨時作業 →北法面歩道沿い（9号棟北側）にアジサイの補植（4月30日） 

 ⑤新年度業務引継準備 →一斉草取りおよび団地交流会の計画他 

  ⑥ソーラー式簡易街路灯設置の件 

  光量不足および点灯時間延長の改善を設置方法も含め検討。 

⑦ 7号棟西側のアジサイ根元に散布予定の「オルトラン粒剤」は夏場に実施予定。 

 

3. 8団地連絡協議会（4月14日：タウンハウス落合５）藤井理事長、河合次年度理事長 

   候補、参加  
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お知らせとお願い （追記） 

１．子供たちの遊び場についてご注意お願いします。 

 最近、団地内管理事務所付近で遊んでいる子供さんを多く見かけるようになり、賑やか

なことは喜ばしい事ですが、ベンチ、テーブルの上を飛び跳ねたり、ゴミ集積所や駐車場

で遊ぶ事は器物の破損と急な飛び出しによる交通事故の危険がありますので、もし見かけ

ましたら注意して頂きます様お願いいたします。 

 

 ２．ペット（犬，猫）飼育の禁止について 

当団地では熱帯魚や金魚、小鳥以外のペット類については、その飼育が認められており

ません（共同生活の秩序維持に関する協定第 3条）。犬や猫を飼いたくても禁止されている

ために、我慢されている方も沢山おられます。 

自分の身勝手で、多くの方に不愉快な思いをかけているかも知れません。共同住宅である

ことを認識して、ペットの飼育は止めましょう。 

 

 

組合員からの要望について 

 平成 24年 3月 17日組合員 21世帯 24名の方から長期修繕計画（案）に関して次のよう

な主旨の要望が寄せられましたので回答致します。 

（要望１）長期修繕計画（案）を要約して全戸へ配布してほしい 

（回答）長期修繕計画（案）は今後の修繕計画を策定するための試案であり、修繕計画

を決定しているものではありません。本案は管理組合の検討用内部資料ではあります

が、すでに組合員に対して閲覧も実施しております（つるまき 11月号）。したがって、

これを要約して全戸へ配布する予定はありません。 

（要望２）修繕計画の作成に組合員の要望を取り入れてほしい 

（回答）修繕計画は、これまでの大規模修繕時と同様、今後アンケート調査や説明会等

で組合員の要望を勘案して策定されるべきものと考えます。 

以上 

書式変更: インデント : 最初の行 :  1
字


