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緑化委員会広報

の子 供たちが お手伝い 。
定例 作業 報告
▽ 平成 年 １月７日（日）
（ 月― １月）
ブ ッシュの 除去作業 と樹
▽ 平成 年 月７日（日） 木せ ん定。
東 側と南側 斜面の草 取り
と刈 払い機に よるブッ シュ
等の 除去作業 。
▽ 月 日（土） 花 苗植
え準 備で臨時 の花壇整 備作
業。
▽ 月 日（日） 秋 の花
掘り 作業。パ ンジー、 ビオ
ラ等 を管理事 務所前の 花壇
など に移植。
今 年は多摩 市からの 花苗
の割 り当てが 少なかっ たた
め、 パンジー 、ビオラ など
を近 くの量販 店で購入 。
炊 き出し 用の 釜
▽ 月５日（日） 第 ２回
新 規に 作り 替え
委員 会（全体 会議）の 後、
ブッ シュの刈 り取り、 つる
取り 、斜面清 掃。
▽ 月 日（日） 有 志に
よる 餅つき会 。今年は 過去
最大 の 家族 が参加。 大勢

ドラム缶を切断して釜作り

団 地の夏祭 りなどで 利用
する 新しい炊 き出し用 の釜
が出 来上がり 、昨年末 の有
志に よる餅つ き会で初 デビ
ュー 、
威力を 発揮しま した。
年前に作 った釜が 老朽
化し 危険にな ったため 、新
規に ドラム缶 を購入、 玄人
はだ しの緑化 委員有志 が手
作り で完成さ せました 。
今 後は災害 発生時の 緊急
炊き 出し用に も利用で きそ
うで す。
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元 旦の大雪 には驚き まし
た。 ２月は晩 冬。紅梅 もほ
ころ び春近し です。
（編集 担当 富 田）
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バス通り側の南斜面の梅の花がほ
ころび始めました。背丈が小さな若
木ですが、寒空の殺風景な斜面の中
で一際、紅梅の存在感を誇示してい
ます。

今 年も 花と 緑 いっ ぱい に

引き 続いて被 害が見受 けら
れる 生け垣の 補植、改 修工
事を 段階的に 進めてい きた
いと 考えてい ます。
現 在植えら れている ベニ
カナ メやレッ ドロビン の生
け垣 は、今後 も枯れ死 する
危険 性が高い というこ とで
委員長 林
勘 治
す。
あ けまして おめでと うご した 。
生 け垣の維 持、管理 など
ざい ます。
し かし、一 方で新た に緑 皆さ んの一層 のご協力 をお
今 年も緑化 委員一同 、花 化の 維持・管 理の方策 につ 願い します。
と緑 いっぱい の住み良 い団 いて 検討を迫 られる課 題も
地に したいと 思います 。
出て きました 。
生 け 垣 改 修と 高 木 せ ん 定
入 居以来 年目を迎 え、
昨 年は大規 模な枯れ 死が
來月 か ら 作業 実 施
敷地 内の樹木 や生け垣 も大 発生 した一部 生け垣の 修復
きく 成長し、 成熟して きま 工事 をしまし たが、今 年も
枯 れ死した 生け垣の 一部 ら工 事実施の お知らせ が入
改修 工事を昨 年に引き 続い りま すので、 ご協力を お願
て今 年も実施 すること にし いし ます。
まし た。
生 け垣改修 と並行し て高
現 在のとこ ろ、昨年 のよ 木せ ん定作業 を予定し てい
うな 広範囲な 被害個所 は出 るた め、費用 は極力抑 え、
てい ませんが 、所々で 枯れ 補植 した樹木 の支柱も 竹布
死状 態の樹木 が見受け られ 掛け 支柱とい う簡易工 法で
ます 。
実施 します。
こ のため被 害が広が らな
いう ちにウイ ルスに強 いサ
ザン カに植え 替えるこ とに
しま す。
緑 化委員と 専門業者 が見
回り 、点検し た結果、 当面
の改 修個所と して中層 棟と
タウ ンハウス 周辺の生 け垣
個 所をリス トアップ しま
した 。
工 事は２月 から３月 にか
けて 実施する 方向で調 整し
てい ます。作 業前に業 者か
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大雪であけた鶴牧６団地の元日
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和田農園で花掘り作業

