ユキヤナギの苗木補植作業（12月5日）
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に交 代、役員 を１年間 で交
代 す る 順 番 制 度 に し まし
た。
会 員は年々 増えて現 在は
人 （委員長 、副委員 長、
総務 会計、
顧 問、役員６ 人、
会員 人）。 毎月１回 の定
例作 業のほか 、懇親会 など
を開 いて会員 同士の親 睦を
深め ています 。
会 員 の 高 齢 化 が 年 々進
み、 平均年齢 が上昇し てい
ます が、組合 員の参入 希望
者は 誰でも大 歓迎です 。
新 年もまた 元気にが んば
りま しょう。 いいお年 をお
迎え ください 。

東側 歩道沿い のアベリ アせ
ん定 と下草刈 り。
９ 月 日（ 日）管理 組合
主催 の草刈り 。防災委 員会
の防 災訓練実 施。
月３日
（ 日）定例作 業。
２号 棟東側斜 面の雑草 刈り
と整 備作業。
月７日（ 日）多摩 市市
民清 掃デーに 合わせ、 南側
斜面 の草刈り 実施。
月 日（ 火）花植 えに
備え 管理事務 所前のプ ラン
ター の土起こ し作業。
月 日（ 土）東京 都か
ら無 料配布の ユキヤナ ギの
苗木 本を鶴 牧西公園 で受
け取 る。
月５日
（ 日）定例作 業。
ユキ ヤナギの 植え付け とプ
ラン ターの花 苗整備。 忘年
懇親 会。

20

11

12

18

27

30

緑
緑化
化委
委員
員会
会結
結成
成 年
目へ
へ
年目
都か ら配布さ れたユキ ヤナ
ギの 苗木を南 側斜面に 補植
した 後、夕方 から忘年 会を
開催 、１年を 回顧しな がら
懇談 しました 。

緑 化委員会 は平成７ 年５
月の 管理組合 総会で専 門委
員 会 と し て 承 認 さ れ て以
来、 来年は結 成 年目 を迎
えま す。発足 当初の会 員は
人 。初代委 員長は高 村太
木さ ん（現顧 問）でし た。
「 花や緑の 美しい団 地を
目指 したい」と活動宣 言し、
中高 木や生垣 のせん定 、草
花の 植え込み 作業など に取
り組 んできま した。
平 成 年の 管理組合 総会
では 緑化専門 委員会細 則が
改正 され、役 員会が新 設さ
れま した。委 員長は高 村さ
んか ら２代目 の林勘治 さん
25

広 場 の テ ー ブ ル ・ セット 更 新

16

腕自慢の職人集団が力量発揮

12

７
( 月～ 月 )
７ 月４日
（ 日）定例作 業。
東側 斜面の草 刈り。
７ 月 日（ 日）恒例 の団
地夏 祭り。緑 化委員会 は定
番の カレー調 理を担当 。模
擬店 の応援要 請を受け 、メ
ンバ ーを派遣 したほか 、テ
ント 搬入・搬 出作業を 支援。
総料 理長は大 泉さん。
８ 月１日
（ 日）定例作 業。
団地 南側斜面 の草取り 。午
後か ら暑気払 いを兼ね 懇親
会。
８ 月 日（ 金）風雅 苑に
よる 中低木、 生垣の消 毒作
業。 薬剤散布 。
８ 月 日（ 月）風雅 苑が
約１ カ月かけ 今年度の 生垣
せん 定を実施 。
９ 月５日
（ 日）定例作 業。

テーブルセット引き渡し（11月7日）

35

あり ません。
イ ベント広 場にあっ た初
代テ ーブルセ ットは 年前
に職 人芸の高 村太木さ んが
中 心 に な っ て 制 作 し まし
た。 しかし風 雨にさら され
傷ん で危険に なったた め、
職人 衆が何と か資金を 工面
して 更新でき ないか方 策を
話し 合ってき ました。
そ こに救い の手を差 し伸
べて くれたの が
「子ど も会」
のみ なさん。 テーブル セッ
ト更 新話を持 ち込むと 、快
く受 け入れ資 金援助を 申し
出て くれまし た。
ご 協力あり がとうご ざい
まし た。
10

13

緑 化委員会 の職人集 団が
制 作 し た ガ ー デ ン テ ーブ
ル・ セットが 出来上が り、
月 ７日に「 はらっぱ 子ど
も会 」
に引き 渡されま した。
制 作したの は管理事 務所
前の イベント 広場に置 くテ
ーブ ル１台と 長椅子４ 脚。
腕 自慢の職 人衆が製 作チ
ーム を結成、 設計から 資材
の購 入、下工 作、塗装 まで
約１ カ月かけ て玄人は だし
の高 級テーブ ルセット を作
り上 げました 。作業現 場を
のぞ いてびっ くりした のが
職人 衆が持ち 寄った工 作機
器。 どれも専 門家が使 う同
じ道 具という から半端 じゃ

椅子の研磨と塗装作業（10月11日）
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団地の住環境整備に努力
師 走も押し 迫って慌 しさ
が増 す中、緑 化委員会 は
月５ 日の定例 作業をも って
今年 の全作業 日程を終 了し
まし た。最終 作業日は 東京
12

（１）
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平成22年作業アルバム
平成22年作業アルバム

■ 請け負い
年 々、大き く成長す る専
用庭 の樹木せ ん定を請 け負
った 緑化委員 が作業日 に現
場に 出掛けて 高バサミ を使
い作 業。
（ ７月４ 日）

■ 機器の講 習
多 摩市の植 栽指導員 の講
習を 受けた脇 委員が作 業前
に刈 り払い機 など機器 の基
本的 な取り扱 い方法な どを
指導 。
（８月１ 日）
■ アベリア 整備
東 側道路沿 いのアベ リア
せん 定。バリ カンを使 って
上部 を裁断し た後、下 草を
刈り 払い機で 刈り取り きれ
いに 整備。 （９月５ 日）

■ 人命救助 訓練
団 地草刈り 日に合わ せ、
防 災 委 員 会 が 防 災 訓 練実
施。自動体外 式除細動 器
（Ａ
ＥＤ ）の使用 方法など を体
験学 習。
（９月 日）
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■ 臼の補修
年 末恒例の 団地餅つ き会
に備 え、長年 使って痛 みが
目立 ってきた 臼（うす ）と
杵（ きね）の リニュー アル
作業 。
（ 月５ 日）

■ イモ掘り
「 はらっぱ 子ども会 」の
子ど もたちが 管理事務 所脇
の小 さな畑で サツマイ モ掘
りを して楽し いひと時 を過
ごし た。
（ 月７ 日）

■ 苗木の補 植
東 京都から 配布され たユ
キヤ ナギの苗 木を南側 斜面
に補 植。枯れ て穴あき にな
った 斜面も２ 回の補植 で回
復傾 向に。 （ 月５ 日）
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■ 添え木撤 去
無 用になっ た樹木の 添え
木を 撤去。の こぎりで 切断
して 樹木から はずすな ど、
なか なかの力 仕事に奮 闘し
た。
（３月 日）

■ 団地夏祭 り
緑 化委員会 は例年通 りカ
レー 作りを担 当、ドラ ム缶
を改 装した特 製のかま どを
使っ て特製鶴 牧カレー ３５
０食 を調理。 （７月 日）
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■枝の伐 採
東側道路 沿い
の ナンキン ハゼ
本を短時 間で
丸 坊主にし た。
（２月７ 日）
■ アダプト 作業
今 年初めて のアダプ ト作
業を 実施。刈 り払い機 を使
って 団地西側 と北側の 遊歩
道脇 の雑草を きれいに 刈り
取っ た。
（５月 日）
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■炊き出 し
防災訓練 で緑
化 委員会が けん
ち ん汁炊き 出し
訓 練を支援 。
（２月７ 日）

緑化委員会

（2）
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