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中 高木二百六 十本をせ ん定
た。
５ 年計画で 始めたタ ウン
ハウ スを中心 とする生 垣の
枯れ 死対策が 一段落（ 今年
の全 面補植改 修は１戸 ）し
たた め、理事 会の承認 を得
て生 垣用予算 を中高木 せん
定に 転用、例 年になく 多く

の中 高木の整 備が可能 にな
った 。
２ 号棟駐車 場側の中 高木
はこ こ３年間 、ほとん ど手
を入 れていな かったが 、今
年は 桜など一 部の中高 木を
除い て全面的 に整備し 、景
観が 見違える ほど明る くな
った 。
周 回道路沿 いに植え られ
てい るイチョ ウ４本も 樹木
の成 長を止め る
「止め 刈り」
をし た。四方 に伸びる 枝を
切り 落とし丸 坊主に裁 断、
駐車 場の車両 に落ちる 枯れ
葉被 害も多少 解消でき そう
せ ん定した 中高木と 小木
だ。
は合 計約二百 六十本。

ユキ ヤ ナギ を伐 採

ジャガ イ モ 栽 培

今 年も７月 の団地夏 祭り
に使 うジャガ イモを管 理事
務所 入り口の 花壇用地 で栽
培し ている。 種イモは 緑化
委員 会の林委 員長から 提供
を受 け、植え 付けた。

生 育は順調 で、昨年 以上
の収 穫が見込 まれそう だ。
７月 の収穫期 には今年 も子
ども たちにイ モ掘りを お願
いす ることに している 。

（３月ー ６月）

定例 作業 報告

３ 月２日
（ 日）管理組 合総
会前 の用具の 棚卸しと 施肥
実施 。施肥は 年１回、 敷地
内の すべての 樹木に満 遍な
く散 布する作 業。手分 けし
て約 １時間半 近く掛け て散
布し た。
３月 日
（ 月）管理事 務所
前の 一部プラ ンターの 花を
植え 替えた。 夏の花を 中心
に約 株を購 入。
有志（ 林、
高村 、
香村、富 田）で作 業。
４ 月６日
（ 日）定例作 業前
に今 年度最後 の全体会 議。
年度 内の作業 進行状況 の報
告と 新役員の 選出。作 業は
東側 歩道脇の アベリア せん
定と 西側遊歩 道の整備 。
４月 日
（ 日）５月の 作業
予定 日が大型 連休にな るた
め、 前倒しで 実施。東 側と
南側 の咲き終 わったユ キヤ
ナギ の丈を約 三分の一 に伐
採、 作業後、 管理組合 総会
前の 最後の委 員会を開 催、
懇談 した。
５月 日
（ 日）管理組 合総
会。 理事会新 旧役員と 各委
員会 との懇談 会参加。
６ 月１日
（ 日）定例作 業。
理事 会草刈り と合同。
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成長止 め若 返り
５ 月の定例 作業は連 休の
ため 、４月 日（日） に前
倒し して東側 と南側バ ス通
り側 斜面のユ キヤナギ のせ
ん定 作業を実 施した。
ユ キヤナギ は今年も 真っ
白な 可憐な花 を咲かせ 、春
の 香 り を 楽 し ま せ て くれ
た。 しかし年 々、背丈 が伸
びて 歩道側に 垂れ下が り、
通行 人の障害 になって きた
ため 、開花後 に大掛か りな
せん 定に踏み 切った。
背 丈を約三 分の一に そろ
え、 枯れた枝 などを裁 断し
た。 来春には 新芽が出 て、
また きれいに 咲きそろ うこ
とで しょう。
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造 園 業 者「風 雅 苑 」
が実施

理事会と合同で草刈り作業＝6月1日

きれいに手入れされた中高木

夏祭り用のジャガイモ栽培

造 園業者「 風雅苑」 に委
託し た今年の 中高木せ ん定
作業 は１月末 から約２ カ月
近く かけて実 施された 。
特 に今年は ２号棟駐 車場
側の 東斜面と ３号棟入 り口
側、 大松台小 学校の緑 道側
の 中 高 木 を 重 点 的 に 行っ

東、南側のユキヤナギ伐採作業＝4月27日
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静岡 県の朝霧 高原
近くに ある田貫 湖に
４月 日、
初めて ダイ
ヤモン ド富
士の撮 影に
出掛け た。
うわさ では
聞いて いた
が、現 場は
深夜か ら大
変な人出
（推定 三五
〇人） で、
午前２ 時
分に到 着した時 は二
つの駐 車場はす でに
満車。 仕方なく Ｕタ

ンし て側道に 駐車して 撮影
現場 に向かっ た。
と ころが、 これがま た大
仕事 。暗闇の 中を右往 左往
して 適当な場 所を探し 歩い
たが 、どこも 押し掛け た写
真愛 好家の三 脚が林立 して
満杯 状態。
よ うやく少 人数の場 所を
見つ け、頭越 しに撮影 する
こと を了承し てもらい 、な
んと か撮影時 間までに 間に
合っ た。
太 陽が富士 山の頂上 から
姿を 見せ始め たのは午 前６
時５ 分すぎ。 十秒間隔 で無
我夢 中になっ て連写モ ード
で撮 影した。 湖面に逆 さ富

香

村

鶴六アダ プト会２年目へ
会長
５ 月初めに 日課とし てい
る早 朝散歩で 、毎日見 かけ
る顔 なじみの 散歩３人 組と
すれ 違った。 その際、 １人
の 方 か ら 封 書 を 手 渡 され
た。 便せんの 文面には 「Ｈ
Ｔ鶴 牧６団地 の緑化活 動の
士が 映し出さ れ、ダブ ルダ
イヤ モンドの すばらし い景
観が 出現した 。
春 とはいえ 冷え込ん だ寒
い夜 明け前、 撮影は３ 時間
待機 してほん の 秒間 で終
わっ た。（ 山 城 マコ ト）

義

隆

内容 、団結力 、行動力 を知
るに つけ自分 が住む団 地住
民と の意識の 違いを痛 感し
本当 にうらま しく思う 」と
書か れてあっ た。
こ の方はタ ウンハウ ス落
合５ の住人で 、
アダプ ト
「落
合花 の会」の 代表をさ れて
おり 、団地横 の歩道脇 に花
壇を 作り美化 活動を続 けて
いる 。ところ が、作業 の協
力者 がなく、 一人で手 入れ
を し て い る と の こ と だっ
た。 このため 、これか らは
ＨＴ 鶴牧６団 地の緑化 活動
を住 民に広く 紹介し、 多く
の参 加者を集 めたいと のこ
とで した。
４ 月中旬、 団地横の そよ
かぜ の道二カ 所に「鶴 六ア
ダプ ト会」の 看板が設 置さ
れた 。わが団 地の緑化 活動
は多 摩ニュー タウンの 団地
住民 からも広 く注目さ れて
いる ようだ。 会員同士 が協
力し て、なお 一層の美 化活
動に 努めまし ょう。

平成

年５月現在
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委 員長 林 ▽副委員 長
富田 ▽会計書 記 田上
▽ 役員 石 井、昆野 、柏
木、 香村、佐 藤、末木
▽ 顧問 高 村
▽ 委員 会 田、阿部 、上
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ダイヤモンド富士を撮影
ダイヤモンド富士を撮影
ダイヤモンド富士を撮影
ダイヤモンド富士を撮影
ダイヤモンド富士を撮影
ダイヤモンド富士を撮影

湖面に映える10秒間

22
45

▼ 素晴らし い環境
なが ら昔の自 分を思い 出し しま した。バ ンドとし て思
出 演した「 東京ビジ ュア ます 。生徒の 中でプロ とし いが けない初 受賞にメ ンバ
ルア ーツＲー ３５ベス トオ て生 き残れる のは一握 りで ー全 員が大喜 びしまし た。
ブお やじバン ド」のラ イブ しょ うが、将 来の自分 の重
▼ レパート リーを拡 大
はプ ロを育て る専門学 校東 要な 記憶と自 信になる のだ
今 年からバ ンド名を 「ス
京ビ ジュアル アーツの 養成 とエ ールを送 りたい気 持ち テー ジ・フラ イト・ブ ルー
専科 の１年生 たちがイ ベン にな りました 。
ス・ バンド」 から「Ｓ ＴＡ
ト制 作を課題 として取 り組
ラ イブは東 京、埼玉 、神 ＧＥ ＦＲＩ ＧＨＴ ＢＡ
んで います。
ＮＤ」に 変えまし た。
末 木 バ ン ド が 特 別 賞 受 賞 最近はブ ルース系 以外
専 門学校特 有のプロ
仕様 の音響や 照明、モ
の曲もレ パートリ ーに
特
別
仕
立
て
の
会
場
で
熱
演
ニタ ーなど素 晴らしい
加え楽し むように なっ
環境 で演奏で きました 。生 奈川 地区から 昨年より 出演 たた めです。 速いフレ ーズ
徒主 導で企画 進行する ので バン ド数を絞 り、演奏 曲数 でつ かえるこ とがあり ます
すが 、要所は プロの先 生が を増 やして「 ５バンド ＋ゲ が、 これは年 齢のせい だと
サポ ートし、 演奏者が やり スト ２バンド 」で開催 され 感じ ています 。
やす い満足で きるライ ブ環 まし た。「ベ ストオブ おや
諸 行無常で これも人 間の
境を 作り上げ ていまし た。 じバ ンド賞」 と「審査 員特 年 輪 な の か も し れ ま せん
▼ 若者の熱 演にエー ル
別賞 」が設定 され、わ がバ ね。
若 者たちの 熱演はい つも ンド は審査員 特別賞を 受賞
（末木 雅貴）
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薗、 円実、大 泉、奥富 、岡
部、 大久保、 加藤、桐 原、
近藤 、古関、 富岡、徳 原、
中島 、永山、 永田、中 沖、
長谷 川、
福島 、坊野、松 岡、
宮村 、宮坂、 山城
▽ 植栽担当 理事 脇
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・ ２年目を 迎えた鶴 六ア
ダプ ト会の新 会長に香 村義
隆さ んを選出 。「頑張 る」
とい う一言が 心強い。
・ 末木親子 バンドが コン
クー ルで特別 賞受賞。 若者
を温 かく見守 るという 熱血
マス ターに脱 帽。
・ 写真愛好 家の山城 さん
が寒 い夜明け にダイヤ モン
ド富 士の撮影 を決行、 見事
な映 像をキャ ッチした 。
・ 寄稿を大 歓迎。
（編集 担当 富 田）

