専有 地の内側 の整備、 養生
は居 住者にま かされて いま
す。 雑草のツ タなどが 絡ま
ると 生育に障 害が出ま すの
で、 日ごろの 管理に十 分心
掛け てくださ るようお 願い
しま す。

なっ ている２ 号棟と 号棟
の通 路沿いの 樹木せん 定。
② ６号棟東 側に設置 され
てい るカーブ ミラーが 樹木
の成 長で見難 いため、 伸び
てい る枝をせ ん定。
③ ハナミヅ キの樹液 が駐
車中 の車に落 ちないよ う木
枝を せん定。

◆ 月 「 理事会草 取り」
が 雨 天 で 中 止 に な っ たた
め、 日（日 ）に臨時 作業
を実 施。
２ 号棟駐車 場東側の 生け
垣 の せ ん 定 と 道 路 側 の斜
面、 中層棟周 辺の密集 樹木
の一 部せん定 作業など を行
いま した。

10

会 員の中沖 義博さん が海
外赴 任するこ とになり 、
月９ 日午後、 壮行会が 開か
れま した。
中 沖さんは 会合の度 に美
味し い富士山 麓の地ビ ール
や珍 味を差し 入れてく れた
ほか 、定例化 した燻製 パー
ティ ーの発案 者でした 。
こ の日は、 台風 号 の強
風と 大雨に見 舞われま した
が、 多数の会 員が参加 、夜
遅く まで思い 出話に花 を咲
かせ ました。

中沖 さん壮 行会
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プを 張る作業 を実施し まし
た。
生 け垣の中 には高さ 制限
をか なりオー バーする とこ
ろも ありまし たが、大 きな
混乱 もなく無 事終了し まし
た。
こ の高さ統 一作業は ①年
間の 生け垣せ ん定経費 の抑
制② 敷地内の 景観の統 一―
など を考慮、 今年の管 理組
合総 会で「２ ㍍前後の 統一
案」 が承認さ れ、実施 され
まし た。
団 地の生け 垣は共有 財産
です が、ホー ムタウン など
８ 月から 月に
かけ 定例作業 日に
次の ような作 業を
実施 しました 。
◆ ８月 猛 暑で
定例 作業を休 止。
◆ ９月 居 住者
から の訴えで 、３
カ所 の樹木せ ん定
作業 を実施。
① アジサイ 、山
吹な どが大き く成
長し て通路が 狭く

花 壇講 習会 に参 加
多 摩市花い っぱい推 進事
業の 「花壇づ くり講習 会」
が 月 日、 市役所会 議室
で開 かれ、林 委員長ら が参
加し ました。
グ リーンラ イブセン ター
の相 談員が今 秋配布す るパ
ンジ ー、ハナ ビシソウ 、セ
リン セなどを 紹介し、 生育
上の 注意事項 等を説明 しま
した 。
掘 り取りは 大雨と猛 暑で
例年 より生育 が カ月 近く
遅れ ているた め、 月 上旬
にな りそうで す。

２号棟脇の樹木せん定作業
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団 地内 生け 垣 の高 さを 統 一
すべ て２㍍前 後にせん 定、
統一 されまし た。
緑 化委員会 は業者の せん
定作 業に先立 ち、９月 の定
例作 業日に団 地内を総 点検
し、 ２㍍の高 さ制限を 越え
てい る生け垣 に黄色の ロー

２メートルにせん定された生け垣

1

12

22

９月、10月定例作業

19

２ ㍍ 前 後 に 整 備 、せ ん 定
団 地内の生 け垣の高 さを
そろ える樹木 せん定作 業が
９月 初めから 約１カ月 間か
けて 実施され ました。 作業
は専 門業者の 「風雅園 」が
手作 業で行い 、ホーム タウ
ンや 中層棟周 囲の生け 垣が

せん定位置を決めるロープ張り作業

市役所で開かれた花壇講習会

中層棟周辺の生け垣整備
中層棟周辺の生け垣整備
中層棟周辺の生け垣整備
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