多摩市 のアダプト制度に参 加
団地周辺の緑地帯を整備
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緑 化委員会 は多摩市 のア
ダプ ト制度に 参入し、 周辺
歩道 の管理・ 除草・清 掃な
どを 実施する 「アダプ ト鶴
牧緑 地会」（ 仮称）を 設立
する 方向で準 備を進め てい
ます 。
ア ダプト制 度の「ア ダプ
ト」 は、「里 親」とい う意
味で 、市民が 公園や緑 地な
どの 公共施設 を養子の よう
に 愛 情 を も っ て か わ いが
り、 緑化や清 掃美化活 動を
する 市民参加 のシステ ムで
す。
申 請して認 定される と、
多摩 市からボ ランティ ア保
険へ の加入、 作業用道 具の
貸与 、アダプ トサイン ・腕
章の 提供など の支援が 受け
られ ます。
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理事会と合同草刈り(06年10月）

ユキヤナギの補植（06年11月）

東京 都から無 料配 業。 東側と１ 号棟北側 斜面
布され た植木約 百本 の草 刈り。組 合員から 依頼
を 月 の作業日 に団 の一 部樹木の せん定。
地入り 口脇の地 下貯
▼ 月 日（土） 管 理事
水槽と ４号棟前 の旧 務所 前のプラ ンター用 など
花壇の 空き地な どに にパ ンジー、ビオラを 購入、
植えま した。
植え 込み作業（有志委 員）。
南側 斜面では ユキ
▼ 月４日（土） 東 京都
ヤナギ を補植し まし が無 料配布の 苗木を受 け取
たが 、
斜面を 掘り起こ すと、 る（ 有志委員 ）
歩道 側の外壁 を補強す るた
▼ 月５日（日） 役 員会
めか 、たくさ んのコン クリ 開催 。前日受 け取った 苗木
ート 片などが 見つかり まし の植 え込み作 業。ユキ ヤナ
た。 これによ ってユキ ヤナ ギな ど約百本 を東側斜 面な
ギの 根っ子の 生育が妨 げら どに 植える。
れて いること が分かり まし
▼ 月 日（日） 管 理組
た。
合の 年末大掃 除に合わ せ定
穴 掘りに苦 労する個 所も 例作 業。終了 後、委員 会開
あり ましたが 、春にき れい 催。 多摩市の アダプト 制度
な花 を咲かせ てくれる こと 参入 を協議し 、全員参 加を
を期 待してい ます。
確認 。早めの 忘年会。
▼ 月 日（日） 団 地有
志主 催の年末 餅つき会 に委
定 例作業 報告
員多 数参加。 終了後、 懇親
（ 月―１月）
▼ 月１日（日） 管 理組 会開 催。料理 長特製の けん
合主 催の草刈 り日に合 同作 ちん 汁で懇談 。
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林

とを 確認しま した。
親 睦を深め ながら今 年も
緑化 作業を進 めたいと 思い
ます 。皆さん の一層の ご協
力を お願いし ます。

19

多 摩市内で は現在、 団地
管理 組合、商 店街、大 学な
ど 団体が参 入、市内 の公
園、 緑地、散 歩道など カ
所で 、清掃美 化活動を 続け
てい ます（多 摩市調べ ）。
ア ダプト制 度参入問 題の
発端 は、昨年 の団地西 側歩
道「 そよかぜ の道」の 緑地
帯雑 草刈りの 実施でし た。
多 摩市の財 政見直し 策の
一環 で、緑地 帯などの 草刈
り費 用が大幅 に削減さ れ、
「そ よかぜの 道」の緑 地帯
は、 夏ごろ草 ぼうぼう の状
態と なりまし た。
こ のため、 緑化委員 会で
は独 自に作業 ができな いか
検討 。多摩市 の許可を 得て
定例 作業日に 初めて管 轄外
の緑 地帯雑草 刈りをし まし
た。 この間、 林委員長 と石
井植 栽担当理 事が多摩 市道
路交 通課や多 摩中央署 など
を訪 れ、作業 上の問題 点な
どを 伺いまし た。この 中で
多摩 市側から アダプト 制度
の参 入の提案 があり、 検討
して きました 。
緑 化委員会 では昨年 月
の委 員会で全 員がボラ ンテ
ィ ア で 参 加 す る こ と を確
認、 役員会が 中心にな って
設立 に向けて 準備を進 めて
いく 方針です 。

ユキヤナギを補植
ユキヤナギを補植
ユキヤナギを補植
ユキヤナギを補植
ユキヤナギを補植
ユキヤナギを補植
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委員長
あ けまして おめでと うご
ざい ます。
今 年も緑化 委員会の 皆さ
んと 一緒に団 地の美観 と緑
化保 全に努力 したいと 思い
ます 。
昨 年は初め て団地西 側の
外周 道緑地帯 の草刈り 作業
を実 施しまし たが、今 年は
この 整備事業 を発展さ せ、
多摩 市が推進 する「ア ダプ
ト制 度」に加 入、多摩 市公
認の もとに作 業を実施 する
こと を検討し ています 。
有 志による ボランテ ィア
作業 になりま すが、昨 年末
の委 員会で協 議した結 果、
発足 した場合 、「アダ プト
制度 」に全員 が参加す るこ

外周歩道の草刈り（06年7月）

（１）

ホームタウン鶴牧６管理組合緑化委員会発行（第22号）
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団 地有志に よる
年末 恒例の餅 つき
会が 月 日 に行
われ 、緑化委 員会
から も多数参 加さ
れま した。
作 業は午前 ８時
すぎ から始ま り、
午後 １時すぎ まで
にも ち米 キ ロを
つき 上げまし た。
餅を 丸めたり 、の
ばし たりする 手作
業に は子供た ちも
参加 、つきた ての餅の 感触
を楽 しんでい ました。
出 来上がっ た餅は、 さっ
そく きな粉や 大根おろ しを
付け て試食し ましたが 、つ
きた ての餅の 食感は最 高で
した 。
餅 つき会の 参加者は 年々
増え て、今年 は 世帯 の仲
間が 参加、炊 き出し、 きね
つき 、のしな どの作業 に汗

32

今 年の高木 せん定作 業が
１月 日
（月 ）から３月 日
（土 ）の日程 で実施さ れま
す。
せ ん定され る個所は 、敷
地内 の周回道 路の周辺 樹木
と２ 号棟、 号棟、 号棟
周囲 の樹木、 ３号棟と ４号
棟斜 面の高木 です。
緑 化委員会 と業者が 協議
し、 せん定す る高木に は白
色の ひもを、 伐採する 高木
には 赤色のひ もを付け まし
た。
作 業は造園 業者
「風 雅苑」
が請 け負いま すが、天 候不
良な どの場合 は作業を 変更
しま す。 作 業手順等 は業
者が 各戸にチ ラシを入 れ、

お知 らせして います。 ご協
力を お願いし ます。
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ンケ ンゲーム が行われ 、挑
戦す ることに なった。
勝 負事には めっぽう 弱い
と自 負してい たが、ヤ クル
トフ ァンたる 自分を神 様が
味方 してくれ たのか、 信じ
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大リーガー岩村に期待

12

サ イ ン ボ ール 大 切 に 保 管
られ ないほど 次々と勝 ち進
み、 最終的に 優勝して しま
った 。そのご 褒美とし て岩
村選 手のサイ ンボール をも
らっ たが、今 では自分 の大
切な お宝とな っている 。
毎 朝、散歩 する仲間 にも

わ れらが好 漢、
末木 雅貴さん の演
奏会 が南大沢 で一
月十 四日に開 かれ
た。 ロックは あま
り趣味ではな い
が、 出掛けて みる
と、 案の定、 トン
モロ コシみた いな
茶髮 のお兄ち ゃん
たち がギター をぶ
った たいて、 ボリ
ュー ム一杯に わめ
いて いた。
そ う言えば 、関西の 方で

末木ギタリストに感激

を流 しました 。
作 業後、懇 親会を開 催。
総料 理長が指 揮して大 鍋で
料理 した特製 けんちん 汁を
食べ ながら楽 しく歓談 しま
した 。
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野球 ファンの ご仁がい る。
贔屓 （ひいき ）するチ ーム
が中 日、阪神 、巨人等 と異
なっ ており、 それぞれ 皆が
自分 の好きな チームに 熱き
思い を寄せて いるので 、散
歩途 次での野 球談義に 事欠
くこ とがなく 楽しい。 今年
のプ ロ野球の 開幕が待 たれ
ると ころであ る。
今 年 は 岩 村 選 手 を はじ
め、 西武松坂 、阪神井 川の
両選 手もメジ ャーリー グに
挑戦 するが、 新天地で の活
躍を 大いに期 待したい もの
であ る。 （ 香村 義 隆）

蒲団 をたたい て近所中 に怒
鳴り 散らして いたおば さん
が一 時話題な ったよな ―。
「 末木グル ープの登 場ま
で３ グループ 聴くのは 疲れ
る」 ―。そん な思いを 抱い
て聴 いていた 。
末 木グルー プは最後 に登
場し た。ドラ マーの末 木二
世と 、その彼 女のキー ボー
ド、 末木さん ら三人の ギタ
リス トは、い ずれも同 年輩
の少 しくたぶ れた熟年 に見
えた 。しかし 最初の音 を聴
いて 、「あれ ！ 今ま でと
ちょ っと違う な。これ はア
ンサ ンブルだ 」と思い を新
た に 聴 き 直 す ほ ど 緊 張し
た。
若 い 二 人 の か っ こ 良さ
は、 当たり前 だが、熟 年ト
リ オ の な ん と 素 敵 な こと
か。 快いリズ ムに乗っ て、
楽し げに、そ して真剣 な演
奏に 感激した 。会場内 から
自然 に手拍子 が沸くと 、先
ほど のトンモ ロコシの お兄
ちゃ んたちが 両手を振 りな
がら 踊り狂っ て盛り上 げて
いた 。
ア ンコール に応えた 演奏
も見 事だった 。私の頭 の中
は先 日、テレ ビでライ ブ中
継さ れたウイ ンフィル のニ
ュー イヤー・ コンサー トの
演奏 と重なっ ていた。 「ウ
―ン 。これが ロックか 、ウ
イン ナ・ワル ツみたい なも
んや な」。演 奏を聴い ての

正直 な感想だ った。
末 木さんは 、ステー ジで
のコ メントの 中で、元 気な
若者 たちの演 奏に温か いエ
ール を送って いた。若 者に
向け る視線は 世界のナ ベサ
ダを 連想した 。われら が末
木グ ループの 新春ライ ブに
バン ザイです 。
（ 高村 太 木）

黄身 が今にも 飛び
出しそ うな１面 の卵
のカッ ト写真は 、緑
化委員 会副委員 長の
高村太 木さんか ら提
供を受 けました 。ご
自身が 今年の年 賀状
にリメ ークして 使い
ました が、お願 いし
て緑化 広報に利 用さ
せて もらいま した。
オ イルショ ック時代 に松
下電 器の乾電 池の広告 に採
用さ れた３枚 組の１枚 で、
全国 紙の広告 欄に掲載 され
たそ うです。

緑 化委員会 が多摩市 のア
ダプ ト制度へ の参入を 検討
して いる。知 られてい ない
制度 の現状と 交渉経過 など
を紹 介した。
末 木バンド の新春ラ イブ
の感 想文を高 村さんに 、熱
烈ヤ クルトフ ァンの香 村さ
んに は新春放 談をお願 いし
た。 （ 編集 担当 富 田）
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卵の黄身から年賀状
卵の黄身から年賀状
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数 年前のこ とである が、
近く に「ＴＡ ＩＴＯ」 のバ
ッテ ィングセ ンターが 出来
た。 初日にオ ープニン グセ
レモ ニーがあ ったが、 その
現場 にヤクル ト球団の 杉浦
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コー チと岩村 選手が招 かれ
てい た。
自 分も多く の野球フ ァン
に混 じって見 学する羽 目に
なっ たが、セ レモニー の終
わり になって 岩村選手 と集
まっ た見学者 との間で ジャ

22

自分は プロ野球 が大
好きでヤ クルトの ファ
ンである 。
今年、 ヤクルト の岩
村憲明選 手がメジ ャー
リーグの デビルレ イズ
に移 籍するこ とになっ た。
岩村 選手はヤ クルトの 中軸
打者 としてこ こ三年間 は、
打率 ３割、ホ ームラン 本
以上 の実績を 挙げるな ど大
きく 貢献して きたが、 ヤク
ルト がＡクラ スを保持 して
いる のも彼の 活躍に背 負う
とこ ろが大き かったと いえ
る。

緑化放談
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