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定 例作 業報 告

８( 月 〜 月 ︶
８月 日
︵ 土︶東︑南 斜面
のア ジサイの 花柄摘み 取り
作業 実施︒
９ 月６日︵ 日︶定例 作業
日︒ 理事会草 刈りと合 同作

東側斜面の草刈り（９月６日）

今年の生 垣せん定作業終了
桜 の枝 切 り な ど 追加 発 注
造 園業者﹁ 風雅園﹂ によ
る今 年の生垣 せん定作 業が
予定 通り終了 した︒
８ 月から９ 月にかけ タウ
ンハ ウスの生 垣を中心 に実
施し たが︑住 民の樹木 せん
定や 枝の伐採 申し出で ︑駐
車場 周辺のサ クラやイ チョ
ウの 枝などの せん定を 追加
して 実施した ︒
計 画的に毎 年実施し てい
るタ ウンハウ スの生垣 修復
事業 では︑枯 れ死した 生垣
７本 をサザン カに植え 替え
た︒ 枯れ死が 認められ た生

新しいユキヤナギを植え付け（11月８日）

南
南側
側斜
斜面
面の
のユ
ユキ
キヤ
ヤナ
ナギ
ギ補
補植
植
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早咲きの河津桜に植え替 え

住民参加で植木せん定（９月６日）

業︒ 緑化委員 会は東︑ 南側
の斜 面を中心 に伸び切 った
雑草 狩り︒
月４日︵ 日︶定例 作業
日︒ 東側斜面 のユキヤ ナギ
補植 の準備作 業︒溝を 掘っ
て石 灰を散布 ︒
月 日
︵ 金︶集会所 前の
プラ ンターに 新しい草 花を
植え る準備作 業︒土を 掘り
起こ し︑石灰 散布︒
月 日
︵ 火︶プラン ター
用の 草苗を購 入︑肥料 をま
いて 植え付け ︒
月６日
︵ 金︶東京都 から
配布 されたユ キヤナギ の苗
木 本を鶴牧 西公園で 受け
取り 搬入︒
月 日︵ 日︶定例 作業
日︒ 多摩市市 民清掃デ ー︒
鶴牧 西公園か ら搬入し たユ
キヤ ナギの苗 木を南側 斜面
に植 え付け︒
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垣部 分は今後 も随時︑ サザ
ンカ に交換し ていくこ とに
して いる︒
今 年は敷地 内のサク ラに
毛虫 が異常発 生した︒ ２︑
３号 棟前の駐 車場では 車両
に毛 虫が落下 したり︑ ふん
等で 汚染され るなど被 害が
相次 いだ︒
こ の た め 風 雅 園 に 依頼
し︑ サクラの 薬剤散布 を急
きょ 実施する 一方︑駐 車場
に覆 いかぶさ るように 伸び
たサ クラの枝 を切り落 とし
た︒
枝 切りした 樹木はサ クラ
３本 ︑イチョ ウ１本︒ 来年
以降 はサクラ の定期消 毒な
ど毛 虫対策を 検討する 必要
があ りそうだ ︒
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た 苗 木 は 高 さ 約 ３ メ ート
ル︒ 来年早々 にも淡紅 色の
花を 咲かせて くれるも のと
期待 している ︒
河 津 桜 の 発 祥 地 は 静岡
県・ 河津町︒ 毎年２月 から
３月 にかけて 盛大に桜 祭り
が開 かれる︒ 多くの観 光客
でに ぎわうが ︑来年の 春は
伊豆 の温泉地 に宿泊し て河
津桜 の並木道 の散策に 出掛
けて はいかが でしょう か︒
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集 会所 脇 の ヤ マ ザク ラ 伐 採
集 会所脇の ヤマザク ラ１
本が 枯れ死し たため︑ 代わ
りに 河津桜を 植え替え た︒
河 津桜は毎 年３月上 旬に
満開 になる早 咲きの淡 紅色
のサ クラ︒２ 月上旬か ら開
花し 始め約１ カ月近く かけ
て満 開になる ︒ソメイ ヨシ
ノの ように１ 週間前後 で散
るサ クラと違 って︑長 期間
楽し めるのが 特徴︒
風 雅園に依 頼して購 入し
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の後 ︑
新しい 土を補給 して︑
月 の作業で 手分けし て新
しい 苗木約 本を植え 付け
た︒
ユ キヤナギ は毎年︑ ２月
から ３月にか けて白い 花を
一斉 に咲かせ る︒柳の 葉に
雪が 積もった ように垂 れ下
がり ︑春の訪 れを告げ る︒

植え付け準備の溝堀り作業（10月４日）
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団 地南側斜 面の枯れ たユ
キヤ ナギを掘 り起こし ︑新
しい 苗木に植 え替える 作業
を 月︑ 月 の定例作 業日
に実 施した︒
月の作業 でササの 根に
侵食 されて枯 れたユキ ヤナ
ギの 根を掘り 起こした り︑
溝を 掘って石 灰を散布 ︒そ
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ホームタウン鶴牧６管理組合緑化委員会発行（通巻32号）
2009年(平成21年)11月秋季号

緑 化委員会 の仲
間の 奥さんた ちが
演奏 する恒例 のリ
コー ダーコン サー
トが 多摩市永 山の
ベル ブホール で開
かれ た︒出演 した
２つ のグルー プが
１部 ︑２部に 分か
れて 演奏した 後︑
最後 にバッハ のブ
ラン デンブル グ協奏曲 を合
同演 奏した︒

リコーダー定期演奏会
リコーダー定期演奏会
リコーダー定期演奏会
リコーダー定期演奏会
リコーダー定期演奏会
リコーダー定期演奏会
練習成果を披露

演 奏会は今 回で６回 目︒
２つ のグルー プは練習 して
きた 成果をリ コーダー に託
して 熱演した ︒
仲 間の奥さ んたちの グル
ープ は﹁タマ ・リコー ダー
コン ソート﹂ ︒７人の メン
バー が指導者 とヘンデ ルの
﹁水 上音楽﹂ など７曲 を演
奏︒ 合間に﹁ 浜辺の歌 ﹂と
﹁さ とうきび 畑﹂の独 唱が
あり ︑透き通 った歌声 がホ
ール 内に響き 渡った︒

緑 化委員会 の釣り仲 間三 敗︒ 今回も二 の舞にな るの
人
︵ 田上︑永田 ︑会田︶ が︑ では ないかと ︑二人が 車中
三浦 半島で雑 魚釣りを 楽し でし きりに心 配する︒
んだ ︒早朝の 午前三時 半︑
﹁ 絶対に大 丈夫︒私 が必
真っ 暗な夜明 け前の団
雑魚釣りに三崎港直行
地を 出発︒保 土ヶ谷バ
豊 漁 で 気分 そ う快
イパ スから横 浜横須賀
道路 を会田が 田上氏の 愛車 ず釣 らせるか ら﹂
と励 まし︑
を運 転して︑ 目的地の 三浦 午前 五時すぎ 目的地に 到着
半島 三崎港に 向かった ︒
した ︒
前 回決行し た熱海釣 り行
早 速準備に 取りかか り︑
きで は田上︑ 永田両氏 が惨 漁港 の船着場 で第一投 ︒永

（2）

http://homepage2.nifty.com/tsurumakimichi/
緑化広報ホームページ「鶴牧グリーンパーク」

田氏 がまずカ マスとイ ワシ
を続 けて釣り 上げた︒ 田上
氏と 私も入れ 食い状態 で︑
次々 と雑魚を 釣り上げ た︒
最近では 経験した こと
のない豊 漁で︑釣 りの
醍醐味を 十二分に 味わ
った 釣り行き だった︒
帰 りは運転 を永田氏 にお
任せ し︑ビー ル片手に 居眠
りし ながら︑ そう快な 気分
で帰 路に着い た︒︵会 田︶

ミ ニ 戦艦 大 和 見学 記

60

大変 意義ある ミュージ アム
と痛 感した︒
平 成 年に 戦後 周 年記
念映 画﹁男た ちの大和 ﹂が
大々 的に公開 されたが ︑撮
影は 尾道市に ある造船 工場
内で 行われた ︒原寸大 の全
長 １ ９ ０ メ ー ト ル に 及ぶ
﹁戦 艦大和﹂ の壮大な ロケ
セ ッ ト が 建 設 さ れ た とい
う︒ これによ り大和が いか
に巨 大艦だっ たかを知 るこ
とが できる︒
呉 市は大和 を建造し た東
洋一 の軍港︒ 日本一の 海軍
工廠 の町とし て栄え︑ 今で

サ ケ の 遡 上 を 追って

17

の河 口をのぞ くと︑大 きな
マス が群れを なして遡 上し
てい る︒川面 が黒く盛 り上
がり ︑あちこ ちで魚体 が跳
ね上 がる︒ウ トロ近く のオ
ンネ ベツ川で はマスが 浅瀬
をは ねながら 上ってい る︒
太 平洋岸の 標津川で は︑
遡上 したサケ が捕獲施 設に
誘導 され一網 打尽に捕 獲さ
れて いた︒水 揚げされ たサ
ケは 漁師たち が瞬時に 雌雄
を見 分けて仕 分けする ︒手
なれ た作業に 感心した ︒
阿 寒湖畔か ら糠平湖 ︑幌
鹿峠 を越えて 然別湖に 抜け

秋 の 北 海 道ド ラ イ ブ 旅 行
秋 の北海道 を５日間 ︑車
で走 り回った ︒新千歳 空港
から 道央自動 車道を経 て富
良野 市に入る と︑丘陵 地帯
に広 がるパッ チワーク 模様
の農 場が次々 と現れる ︒
一 面に植え られた赤 ︑
黄︑
白色 の花が咲 き競い︑ 花じ
ゅう たんの田 園風景を 醸し
出す ︒富良野 名物の紫 色の
ラベ ンダー畑 はすでに 開花
期が 過ぎてい たが︑満 開時
はさ ぞかし壮 観だろう と想
像し た︒
サ ケの遡上 を観察す るた
め知 床半島に 入る︒斜 里川

も世 界有数の タンカー を建
造す るなど造 船王国の 一翼
を担 っている ︒︵香村 ︶

子ど も会が集 会所
入り口 の空き地 で栽
培して いたサツ マイ
モ畑が 荒らされ ︑盗
掘被害 に遭った ︒昨
年も同 じ場所で 収穫
前のジ ャガイモ が盗
掘され ている︒ 収穫
を楽し みにして きた
子ど もたちも 大きなシ ョッ
クを 受けた︒
緑 化委員会 が集会所 前の
プラ ンターに 植えたビ オラ
の 苗 木 も ３ 株 が 引 き 抜か
れ︑ 持ち去ら れていた ︒

た︒ 途中でキ タキツネ やエ
ゾシ カを見つ けてしば し観
察︒ ５日間の 走行距離 は１
１０ ０キロ︒ 広い北海 道を
堪能 した︒︵ 富田︶

サツマイモ盗掘被害
サツマイモ盗掘被害
サツマイモ盗掘被害
サツマイモ盗掘被害
サツマイモ盗掘被害
サツマイモ盗掘被害

しのばれる巨艦の面影
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先 般︑広島 県呉市に ある
﹁大 和ミュー ジアム︵ 海軍
歴史 資料館︶ ﹂の戦艦 ﹁大
和﹂ のミニチ ュアを見 学す
る機 会があっ た︒大和 の大
きさ は実物の 分の１ ︒全
長は ・３メ ートル︒ 儀装
さ れ た 威 容 な 勇 姿 を 見る
と︑ まさに世 界最強の 戦艦
が蘇 った感が ある︒
建 造計画か ら技術水 準の
高さ ︑
大和の たどった 運命︑
沖縄 特攻へ出 撃した乗 組員
の遺 書︑遺品 などが展 示さ
れて いるが︑ 歴史の真 実と
平和 の大切さ を知らさ れる
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