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背 丈 を 大 幅 に カット
緑 化委員会 は五月の 管理組合 総会後 に全体会 議を開

夏 祭 り 用 ジャガ 芋
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イモ掘りを楽しむ子どもたち
20

特製 カレーを総出で調理

た︒
緑 化委員会 は大松台 小学
校か らのテン トの搬入 ︑返
却業 務にも協 力︑担当 理事
の指 示で２日 前から準 備に
入っ た︒
︵２面に 写真特集 ︶

恒例の団地夏 祭りを支援

緑 化委員会 は今年も 理事
会主 催の団地 夏祭りに 恒例
の特 製カレー 作りで参 加︑
三二 〇食のカ レーを調 理︑
提供 した︒
朝 方の小雨 も上がっ て︑
担当 者全員が 午前８時 半に
管理 事務所に 集合︒ジ ャガ
イモ ︑タマネ ギ︑ニン ジン
の下 ごしらえ をした後 ︑総
料理 長の指揮 で大なべ ３台
を使 って調理 した︒食 材は
前日 に仕入れ ︑肉は事 前に
炒め て冷蔵庫 に保管し てい
た︒
例 年に比べ て当日は 気温
が低 めとはい え︑２台 の釜
で 同 時 に ま き を 燃 や すた
め︑ 煮込み担 当者は汗 びっ
しょ り︒焦げ ないよう 交代
でな べをかき 混ぜるな ど作
業は 熱さと煙 との戦い だっ

汗をかきながらの煮込み作業

作業報告（６月―８月）
◇６月３日
（日） 役員会、理事会主
催の草取りデーに合わせ定例作業。作
業前に草刈りに使うカマ研ぎを実施。
作業は２号棟東側の歩道脇のアベリア
のせん定。伸びたアベリアを半分近く
刈り込んだ。
◇７月１日
（日） 役員会、定例作業。
平成19年度活動計画案を了承。２号棟
東側の生垣（ウバメガシ）のせん定。
大きく成長した生垣を50センチ近く刈
り取り。作業を前に車所有者に1メー
トル近く空けるよう要請。トラブルも
なく終了。
◇７月１日
（日） 管理事務所脇の花
壇で栽培したジャガイモ掘り。子ども
会に協力要請、大勢の子どもたちが参
加した。
◇８月は夏休み。

キロ を自 家栽 培
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せん 定に続い て︑同じ ２号
棟 東 側 の 駐 車 場 脇 の 生垣
︵ウ バメガシ ︶のせん 定作
業を 行った︒
タ ウンハウ スや１︑ ３号
棟な どの生垣 せん定は ︑業
者に 発注して いるが︑ ２号
棟東 側の長い 生垣は毎 年︑
緑化 委員会が 手分けし て実
施し ている︒
特 に今年は 成長した ウバ
メガ シの生垣 を約３分 の１
近く カットす る刈り込 み作
戦を 実施︒事 前に決め たモ
デル 個所の背 丈に合わ せな
がら 太目の生 垣をのこ ぎり
で切 断し︑熟 練担当者 が３
台の バリカン を使って きれ
いに 刈り上げ た︒
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管 理事務所 脇の花壇 空き
地で 栽培して いた夏祭 りカ
レー 用のジャ ガイモ畑 から
約 キロのジ ャガイモ が収
穫で きた︒
種 イモを植 え付け約 ３カ
月︑ 子ども会 の協力で 夏祭
り前 の７月１ 日にイモ 掘り
を行 った︒
掘 り始めて 間もなく ︑畑
から ムカデが 出てきて 大騒
ぎに なる一幕 もあった が︑
子ど も会の子 どもたち 人
近く が参加し て︑ジャ ガイ
モ掘 りを楽し んだ︒
大 きいイモ だけ約 キロ
を夏 祭り用の カレー食 材に
使用 しが︑例 年使用す るジ
ャガ イモ キ ロのうち ︑今
年は 半分が自 家栽培で 賄わ
れた ︒
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の草 刈り︑草 木︑草花 など
の整 備を実施 する︒
７ 月の作業 は︑６月 の２
号棟 東側道路 脇のアベ リア

切り出し樹木の整理作業

催し ︑平成 年度の作 業計画を 決める とともに ︑多摩
市か ら参入が 認められ たアダプ ト会の 活動につ いて︑
遊歩 道の雑草 の成長具 合を見て 随時実 施するこ とを確
認し た︒
年 間活動計 画による と︑
作業 は例年通 り８月と １月
を除 く毎月第 １日曜日 に設
定し ︑生垣の せん定や 斜面

バリカン使って生垣の化粧直し
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（１ ）

ホームタウン鶴牧６緑化委員会 （通巻25号)
2007年(平成19 年)８月夏季号

・ 緑化委員 会の広報 は本
号 で 通 巻 号 と な り まし
た︒
委 員会活動 報告を中 心に
イベ ント紹介 などを掲 載し
てき ましたが ︑委員同 士の
体験 談︑旅紀 蠑
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