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つ る は生 け垣 の大 敵

がほ とんどな い。血管 がな
くな って養分 を吸収で きな
くな っていま す。
― 被害を防 ぐ手入れ の基
本を 教えてく ださい。
望 月代表 一つは生 け垣
に草 木のイモ づるをは わせ
ない こと。二 つ目は生 け垣
の下 草を刈り 取り、風 通し
をよ くするこ とです。 せん
定は 年２回が 理想です が、
サザ ンカやベ ニカナメ は私
ども が実施し ている年 １回
で十 分です。

欠 かせ ない 活性 化
― 特 に 気 を 付 け る こと
は。
望 月代表 つるは特 に注
意し て欲しい です。樹 木は
茎と 皮の間の 形成層と いう
部分 で養分を 補給して いま
す。 つるが木 に絡まる と水
分や 養分の補 給が困難 にな

り窒 息してし まいます 。
― 刺激を与 えること です
か。
望 月代表 そうです 。樹
木の せん定作 業は形を 整え
るこ とも大事 ですが、 せん
定し て刺激を 与えない と樹
木が 成長しま せん。活 性化
させ ることが 一番重要 だと
思っ てくださ い。

年度２回目、 本を補植

枯 れ死 生 け垣 修 復工 事

新 しいサザ ンカの花 は、
つ ぼ み 段 階 で は 赤 色 です
が、 咲くと白 色に変化 する
とい う新種で す。
今 回の植え 替え工事 で今
後、 枯れ死の 恐れがあ るベ
ニカ ナメ、レ ッドロビ ンな
どと ウイルス に強いサ ザン
カの 割合は、 ほぼ半々 にな
りま した。

緑化委員会の人たちが昨年暮れ、多
摩市の畑から掘り取り植えた管理事
務所前のプランターのパンジー、ビオ
ラも見事に咲きそろいました。

作 業 後 、焼 肉 で 歓 談

春。草花が競い合っています。
タウンハウスの家々の庭先では手入れ
されたパンジー、ビオラがきれいな花
を咲かせています。

緑 化委員会 の楽しみ は定
例作 業後のミ ーテング と懇
親会 で世間話 に花を咲 かせ
るこ とです。
４ 月 は 屋 外 焼 肉 パ ーテ
ィー（会費制 ）でした。 肉や
野菜 を焼きな がら食べ る食
感は また格別 で疲れを 忘れ
させ てくれま した。事 務所
前屋 外で火を 使う時は 消防
署へ 届けてい ます。

焼肉パーティー（４月17日）
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つるを はわ せな い

平成

16

平 成 年度 ２回目の 生け
垣修 復工事が ３月に終 わり
まし た。
修 復したの はウイル ス感
染で 枯れ死し たベニカ ナメ
本 です。こ れで昨年 春に
実施 した百八 十本と合 わせ
二百 五十二本 がウイル スに
強い サザンカ に植え替 えら
れま した。

16

つい て。
望 月代表 ウイルス によ
る黒 色斑点病 が原因で す。
春先 に葉が赤 く染まる カナ
メモ チ、ベニ カナメ、 レッ
トロ ビンに被 害が広が って
いま すが、現 段階では 殺菌
剤の 特効薬が ありませ ん。
風雅苑代表に手入 れ方法を聞く
年 以上経過 して抵抗 力が
枯 れ死する 生け垣被 害が 風雅 苑の望月 明代表に 汚染 弱く なった樹 木がやら れて
広が っていま す。いっ たん の現 状と管理 方法など を聞 いま す。
ウイ ルスに感 染すると 回復 きま した。
― 今後も被 害は拡大 しま
の見 込みはほ とんどな いと
すか 。
特効薬 がな い
いわ れていま す。当団 地の
望 月代表 全部がダ メと
植栽 を長年、 観察して きた
― 枯れ死が 広がる原 因に い う わ け で は あ り ま せん
が、 危険性は 非常に高 いで
す。 ベニカナ メやレッ ドロ
ビン などは人 気が高く 大流
行し ました。 しかし現 在は
生産 をやめて います。 植栽
希望 者には危 険性を説 明し
て植 栽してい ます。

サザンカを補植して修復されたた生け垣

― 危険性の ある樹木 はま
だど のくらい あります か。
望 月代表 昨年度、 ２回
にわ たりサザ ンカへの 植え
替 え 作 業 を 実 施 し ま した
が、 生け垣の 半分は、 まだ
ベニ カナメな どが占め てい
ます 。
― 植え替え 作業で気 付い
たこ とは。
望 月代表 枯れ死し た樹
木を 掘り起こ すと、根 っ子
が 大 き な こ ぶ に な っ てい
て、 地中に伸 びる小さ い根
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一年 を振 り返 って
宮村

安英
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きる 作業に分 けて、少 しで
も自 治会組合 費の負担 がか
から ないよう にスケジ ュー
ルを 考え実施 している 。
今 年になっ て、２号 棟前
の道 路沿いの 中木（ナ ンキ
ンハ ゼ） 本 のせん定 を緑
化委 員会で実 施した。 実際
に造 園業者に 頼んだら 、い
くら ぐらいに なるのか 、イ
ンタ ーネット で調べて みた
ら、「 中木せん 定 万円 （１
本） 」と書か れていた 。な
んと その作業 だけで、 万
円も の経費が 削減され たこ
とに なる。
単 純に年 回同様の 作業
をし たら、年 間百八十 万円
も（ 正確では ないが） ホー
ムタ ウン鶴牧 に貢献し たこ

植栽担当 理事
つ くづくと 「一年は 早い
もの だ」と感 じた一年 でし
た。
正 直言って 、理事会 の役
員を するまで は、自治 活動
にあ まり興味 がなかっ た。
しか し、ホー ムタウン の方
々の 自治活動 に対する 熱心
さが わかるに つれて、 自分
も何 かをしな ければな らな
いと いう気持 ちに変わ って
いっ た。
特 に 私 が 担 当 し た 植栽
は、 緑化委員 会の方々 が運
営し ている。この委員 会は、
輪番 制ではな く、自主 的に
メン バー全員 が参加を して
いる 。
近 隣の自治 会では、 ホー
ムタ ウン同様 の緑化委 員会
を発 足しよう と試みて いる
が、 メンバー が集まら ずに
実現 していな いと聞い てい
る。
そ の理由は 、緑化委 員会
の 活 動 を み れ ば 納 得 でき
る。 緑化委員 会は、毎 月第
１日 曜日の午 前中に作 業を
して いる。
そ の作業は 、主に中 低木
のせ ん定・施 肥・草刈等 で、
年間 作業は緑 化役員の 方々
がプ ロの造園 業者しか でき
ない 作業と自 分たちで もで
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とに なる。ホ ームタウ ン鶴
牧は 、施工さ れてから 年
経っ ているの で、あち こち
で故 障個所や くたびれ たも
のが でてきて 不思議が ない
状況 である。
自 分の体同 様に、自 分た
ちの 持ち物は 、自分た ちで
メン テナンス し、大切 にす
る必 要がある と近頃つ くづ
くと 感じてい る。
５ 月末で理 事会の役 員を
退任 するが、 今後も機 会が
あれ ば、自治 活動に参 加し
よう と思う。
最 後に、前 述したよ うに
緑化 委員会は 、毎月第 １日
曜日 午前 時 分から 役員
会、 時から 作業を行 って
いる 。
こ の委員会 は、ひや かし
の見 学ＯＫ、一日体験 ＯＫ、
メン バーにな っても義 務的
に参 加しなく てもＯＫ 。

1

年 度作 業報 告

ま た、作業 ２回に 回程
度、 作業後 時間ほど 「お
疲れ 会」もし ている。 この
「お 疲れ会」 だけの参 加も
もち ろんＯＫ である。
緑 化 委 員 会 の メ ン バー
は、 多少口の 悪いメン バー
もい るが、面 倒見がよ く、
気の よいメン バーなの で、
ぜひ 興味のあ る方は、 緑化
委員 会を気兼 ねなくの ぞき
に来 てほしい と思う。

平成
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６ 月６日
（ 日） 第１ 回委
員会 （全体会 議）。生 け垣
のチ ェック作 業。
７月 日
（ 日） 役員 会。
和田 花園で花 掘り、花 壇、
プラ ンター植 え替え。
７月 日
（ 日） 理事 会夏
祭り 支援、カ レーライ ス作
り担 当。
＝ ８月、猛 暑で休み ＝
９ 月４日
（ 土） 役員 会。
９ 月５日
（ 日） 作業 。生
け垣 ２メート ルのロー プ張
り。 組合員か ら伐採希 望の
樹木 せん定。
月９日
（ 土） 会員 の中
沖氏 壮行会。
月 日
（ 日） ２号 棟前
の生 け垣せん 定作業と ２号
棟周 辺の樹木 せん定。
月 日
（ 火） 花苗 講習
会（ 多摩市役 所） 林 委員
長、 富田の２ 人参加。

月 日
（ 日） 防災 対策
を兼 ねた炊き 出し用か まど
製作 作業（有 志）。
月７日
（ 日） 役員 会。
理事 会草取り 日。委員 は手
分け して南斜 面と東斜 面の
雑草 刈り。草 刈りの草 の運
搬集 積作業。
月 日
（ 土） 花苗 植え
替え のためプ ランター 、花
壇の 整備。
月 日
（ 日） 多摩 市の
和田 花園で花 苗掘り。 プラ
ンタ ー、
花壇 の花植え 替え。
月５日
（ 日） 第２ 回委
員会 （全体会 議）、東 側斜
面な どのブッ シュ整備 。
月 日
（ 日） 団地 有志
主催 の年末恒 例餅つき 会。
月９日（ 日） 役 員会
（生 け垣修復 で議論） 。東
側、 バス通り 斜面のブ ッシ
ュ手 入れ。
月 日
（ 日） 臨時 役員
会。 生け垣の 修復で風 雅苑
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ナンキンハゼのせん定作業（２月）

社長 を呼び意 見を聞く 。生
け垣 の枯れ死 状況を点 検。
２ 月６日
（ 日） 役員 会、
南側 道路脇の ナンキン ハゼ
と敷 地内の樹 木せん定 。
２月 日
（ 日） 臨時 役員
会。生け垣修 復問題を 検討。
３ 月５日（ 日） 役 員会
（予 算案、生 け垣修復 問題
等） 、定例作 業（アジ サイ
の植 え替え、 施肥作業 ）。
４月 日
（ 日） バス 通り
側の ユキヤナ ギ整備。

20

広 報 年春 季号をお 届け
しま す。
生 け垣の保 守・管理 につ
い て 専 門 業 者 に 来 て もら
い、 日常手入 れの注意 事項
を聞 きました 。植栽担 当の
宮村 安英理事 には「１ 年間
の苦 労話」を 寄稿して いた
だき ました。 （編集担 当）
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ユキヤナギのせん定作業（4月）
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