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が初作業
が初作業
が初作業
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「鶴
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牧
六アダプト会」
六アダプト会」
が初作業
が初作業
が初作業
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備。 刈り取っ た雑草は ビニ
ール 袋 個、 約２時間 の作
業だ った。
こ の地域は これまで 年２
回草 刈りが実 施されて いた

39

が、 多摩市の 経費削減 で年
定
例
作
業
報
告
１回 になった 。このた め６
（８月 ～
月）
月ご ろの１回 目は業者 が担
８ 月は夏休 みで中止 。
当し 、「 鶴牧六 アダプト 会」
９ 月２日
（ 日） 理事 会の
は 月ごろの ２回目の 草刈 草刈 りデーと 共同作業 。
南、
り作 業を全面 的に請け 負う 東側 のアジサ イせん定 と斜
こと になった 。
面の 草刈り。 アジサイ は咲
近く
「鶴牧 六アダプ ト会」 き終 わった花 がらせん 定し
の看 板を立て る準備を して ない と、翌年 、きれい な花
いる 。
が咲 かないた め、一株 ずつ
入念 に切り落 とした。
月７日
（ 日） 当初 の予
定よ り１週間 、雨で延 期し
て実 施。東側 の駐車場 と斜
面 の 生 垣 ウ バ メ ガ シ せん 長を 止める「 止め刈り 」。
定。 今年２回 目で春ま で成
ま た、東斜 面のユキ ヤナ

スズメバチの巣を駆除

10

多 年 草 のつ る の 花 が好 物

ビン ボウカズ ラという 別名
もあ りますが 、このツ ル植
物が 繁茂する と樹木が 枯れ
て家 が貧乏に なるとの 意味
だそ うです。

ギの 背丈が伸 びて道路 側の
斜面 に覆いか ぶさるよ うに
成長 したため 、半分以 下に
伐採 した。
月 日
（ 日） 正式 認定
され た有志団 体「鶴牧 ６ア
ダプ ト会」が 初仕事。
団 地西、北 側の遊歩 道の
整備 実施。グ リーンベ ルト
の雑 草を刈り 払い機５ 台で
刈っ た後、大 松台小学 校側
の生 垣などを 整備。
ア ダプト作 業と並行 して
前回 の定例作 業日に時 間超
過で 中断した まま放置 して
いた 東側斜面 の刈り草 の搬
出を 実施。

21

日は市民 清掃デー
に合 わせた理 事会の草
取り が予定さ れている
ため 、緑化委 員会の作
業は ありませ ん。

作 業中止のお 知らせ

10

緑
緑
緑化
化
化委
委
委員
員
員会
会
会広
広
広報
報
報
緑化委員 会有
志 による「 鶴牧
六 アダプト 会」
が 正式に発 足し
て から初め ての
草 刈り作業 が
月 日に行 われ
た 。定例作 業に
続 いて同月 ２回
目 の作業に なっ
た が、会員 人
が 参加、団 地西
北 側のモミ シバ
フ ウ並木道 の雑
草 を刈った 。
作業は、 刈り
払 い機５台 を使
っ てグリー ベル
トを中心に整

10

生 垣のせん 定作業中 に造
園業 者「風雅 苑」の望 月代
表が 、スズメ バチの巣 を見
つけ 、駆除し ました。
発 見場所は タウンハ ウス
の生 垣の中で 、サザン カの
葉枝 に巣作り をしてい まし
た。
生 垣には多 年草のツ ル植
物、 ヤブガラ シが絡ま って
いま したが、 スズメバ チは
この ヤブガラ シの花の 蜜が
大好 物。ヤブ ガラシを 見つ
けた ら早期に 除去をお 願い
しま す。
ヤ ブガラシ の植物名 は、
藪を 枯らすほ ど繁茂し て植
物を 枯らすこ とから名 付け
られ たといわ れていま す。

生垣に絡まるヤブガラシ

団
団
団地
地
地周
周
周囲
囲
囲の
の
の遊
遊
遊歩
歩
歩道
道
道を
を
を整
整
整備
備
備

きれいに整備された遊歩道

鶴 牧６アダ プト会の 作業 での 田上さん の奮闘話 など 活 動 に 関 る よ う に な った
に参 加した。 たくさん のメ を思 い出す。
が、 さまざま な方々と の一
ンバ ーが集ま り緑化作 業同
他 にも私の 知らない 逸話 期一 会に感謝 している 。
様、 阿吽（あ うん）の 呼吸 があ るだろう し、今そ れを
年目を迎 えるホー ムタ
で２ 時間ほど で終了し た。 引き 継いでい る住人が いる ウン 鶴牧―。 他の団地 と比
き れいにな った歩行
べ活動 は盛んな 方だ
入
入
入居
居
居当
当
当時
時
時を
を
を思
思
思い
い
い出
出
出す
す
す
者道 路は気持 がいい。
と思う 。住人の 半分
草刈 り機を回 しながら
くらい は入れ替 わっ
ア ダプ ト 作業 に 参加 し て
団地 入居当時 を思い出
たかも しれない が、
して いた。
事も 素晴らし い。
若夫 婦や子供 たちが多 くな
手 探りだっ たであろ う団
ボ ランティ ア精神の 欠片 り未 来を感じ る。
地活 動の中で 高村さん ご夫 （か けら）も なかった 小生
緑 化作業に も若い力 が参
妻が 管理事務 所前の花 植え は理 事会活動 や大規模 修繕 加し てくれる 日が近い かも
をし ていた話 や、子ど も会 委員 を経験後 、やっと 団地 しれ ない。（ 末木）

11

東側斜面の樹木せん定(10月7日)

生垣で見つかったスズメバチの巣

10
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ホームタウン鶴牧６緑化委員会 （通巻25号）
2007年(平成19年 ）11月秋季号

年
年
年間
間
間、
、
、
ご
ご
ご苦
苦
苦労
労
労さ
さ
さん
ん
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管 理 人の 茂 木さ ん 引退

入 居開始か ら 年間 、管理人 として 常駐して いた茂

古 田 監 督 の 引 退 は 寂 しい
が、 いつの日 か再び神 宮球
場に 戻ってく ることを 願っ
てや まない。 （香村）

▼ 野球は生易 しくない

プ レ ー オ フ 第 １ ス テー
ジ、 全く抵抗 すること なく
敗れ 去った。 これが今 年の
某チ ームの姿 か。がっ かり
した が、それ ほど落ち 込ん
でい ない。私 の淡白な 性格
か、 はたまた それほど 期待
して いなかっ たのか定 かで
はな い。前半 を考えれ ばプ
レー オフなん か今年は 考え
られ なかった 。優勝は 生易
しく ない。
私 が勤め始 めた昭和 年
に の事業所 で対抗戦 が行
われ 、わが職 場が初優 勝し
た。 ささやか な祝勝会 をし
たこ とを思い 出す。（ 会 田）

▼ 西 鉄 は 強 かった

42

木朝 恵さんが 月末で 引退しま した。 緑化委員 会とし
ても 住民から の苦情窓 口、作業 後のご み回収や 市役所

31

との 連絡など 大変お世 話になり ました 。

風襲 来で２号 棟前のイ チョ
ウの 木が倒れ そうだと 通報
を受 け、慌て て手配し たこ
とを 覚えてい ます。
― 大きな決 断をされ まし
たが 。
今 春、初孫 が生まれ たの
が大 きな理由 です。元 気な
うち に孫の世 話をした いの
と、 大げさで すが、年 を取
って 足腰が動 けなくな る前
に、 もっと社 会貢献で きる
新し い生き方 を模索し たい
と考 えました 。
― 子育てで 悩むこと も。
苦 しい時も ありまし た。
事務 所は１人 勤務なの で、
子ど もが突然 、風邪な どを
引い ても休め ません。 事務
所に 出勤して 、鍵を開 けて
から 会社に交 代要員の 要請
をし ました。 皆さんの 支援
があ ったから と感謝し てい
ます 。
▼寂しい古 田引退

62

西 武を応援 し始めた のは
半世 紀前の西 鉄時代か ら。
西鉄 黄金時代 の三原監 督下
で稲 尾、
中西 、豊田でＶ ３。
奇跡 の一九五 八年 月 、巨
人と 日本シリ ーズを戦 って
３連 敗から４ 連勝。稲 尾が
連投 し、［ 神様 、仏様、 稲尾
様］の名言が 生まれた 。その
時の 感動は今 も忘れら れな
い。
七 九年、
西 武がスタ ート。
西武 球場まで 応援に行 に出
掛け 、ビール を飲みな がら
の観 戦は、ま た 倍も 楽し
い。 八六年か ら森監督 下、

10

かれんに咲く高山植物コマクサ＝乗鞍岳で山城会員撮影

東 京ヤクル トが大好 きで
その 活躍に熱 い思いを 寄せ
てい る。それ にしても 今シ
ーズ ンの戦績 は 年ぶ りの
最下 位。この 厳粛な事 実に
悔し い思いを している 。
監 督兼任の 古田捕手 が今
季限 りで引退 した。こ れま
で 年間の長 きにわた って
在籍 したが、 この間、 リー
グ優 勝５回、 うち４回 は日
本シ リーズ優 勝と大き く貢
献し てきた。ヤクルト の顔、

10

だき 感謝の気 持ちでい っぱ
いで す。
― 当団地が 最初の職 場と
か。
研 修を受け 初めてこ の団
地に 配属され ました。 １、
２号 棟の入居 が始まっ た平
成元 年６月 日でした 。３
号棟 や管理事 務所前の イベ
ント 広場など は、まだ 工事
の真 っ最中で した。
― いろいろ 気苦労も あっ
たの では。
今 はいい思 い出です 。入
居当 初は植栽 した樹木 がま
だ根 付いてい ないため 、台
は、 社内で小 さくなっ てい 点 灯 の 直 前 に な ん と ８連
まし た。社内 でドラ・ ドラ 敗。 トラはあ っという 間に
騒が れると、 何がドラ やっ 自爆 した。
と思 ったもん です。
今 シーズン 初めて首 位に
半 世紀も過 ぎると、 今は 立っ た日、宿 泊してい た下
懐か しいばか りです。当時、 田温 泉で緑化 委員会の 仲間
好き だった選 手はライ トの と深 夜に祝杯 を挙げた 。逆
原田 、センタ ーの中、 セカ 転優 勝は間違 いないと 狂喜
ンド の高木守 道。目立 ちた して 乾杯した グラスの 感触
がり 屋の星野 仙は大嫌 いで が忘 れられな い。終わ って
した 。（高村 ）
みれ ば３位。 あの夜の 王道
野球 は何だっ たのだろ う。
▼あの夜 を忘れない
燃焼 不良の悔 しいシー ズン
だっ た。（富 田）
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▼驚きの日本一

53

15

信 じられな い事態に ぼう
然自 失となっ た。マジ ック

18

18
18
18
18
18
18
中 日新聞社 に入
社し たのは昭 和
年。 天知監督 、杉
下投 手などで 日本
一に なったの は、
その２年前だ っ
た。 優勝がな いな
―と思ってい た
が、 今年の日 本一
が 年ぶりと は驚
きで す。当時 、中
日の 東京進出 で現
地採 用の東京 っ子

熱烈会員の回顧集

― ご苦労さ んでした 。
長 いようで 短い 年 ４カ
月間 でした。 皆さんに は、
いつ も暖かく 支援して いた

今
今
今年
年
年の
の
のプ
プ
プロ
ロ
ロ野
野
野球
球
球閉
閉
閉幕
幕
幕

18

（２）

http://homepage2.nifty.com/tsurumakimichi/
鶴牧グリーンパーク

秋山 、石毛、 清原、伊 東、
そし て渡辺久 信投手ら で３
年連 続日本一 。渡辺新 監督
さん 。いつか ト金とな って
また 以前のよ うな黄金 時代
を築 いてくれ ることを 信じ
てま ～す。（ 林）

▼なぜかＢ クラス

広 島生まれ というこ とで
子供 のころか ら広島が 勝つ
と気 分が良か った。チ ーム
打率 は１、２ 位で、３ 割打
者が ３、４人 いてもシ ーズ
ンが 終わると 、なぜか Ｂク
ラス 。でもそ んなカー プが
好き だ。
財 政難で何 度か身売 りが
検討 された球 団だ。東 洋工
業（ 現マツダ ）が筆頭 スポ
ンサ ーになっ たが、某 新聞
社の ように口 出しする こと
はな い。
「 来季こそ Ａクラス 入り
を 果 た し て く れ ん か のぉ
―」 。（田上 ）
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「 人生、足 腰に余力 ある
うち に、やり たいこと を模
索し たい」。 茂木さん の引
退の 弁を聞い て脱帽し た。
サラ リーマン が定年前 にな
かな か決断で きること では
あり ません。 人懐こい 笑顔
を絶 やさず、 いつも対 応し
てく れた茂木 さんに感 謝。
「緑 化委員の 皆さんに よろ
しく 」とのこ とでした 。
（編 集担当 富田）

