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定例作業報告
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１ 月 日～ ３月 日 造
園業 者「風雅 苑」によ る年
１回 の中高木 の剪定（ せん
てい ）作業を 実施。周 回道
路周 辺と緑道 、３、４ 号棟
法面 、大松台 小学校側 緑道
の樹 木２４３ 本を剪定 。
２ 月６日
（ 日）定例作 業。
東側 法面下の ナンキン ハゼ
本 を剪定。 終了後、 防災
委員 会から同 日午後に 開催
され た防災訓 練の一環 とし
て非 常時の炊 き出し要 請を
受け 、ベテラ ン・シェ フが
けん ちん汁を 調理、振 る舞
った 。
２月 日
（ 日）新理事 会引
き 継 ぎ に 伴 う 備 品 の 棚卸
し。 役員会メ ンバーを 中心
に対 応。
２月 日
（ 日）炊き出 し用
のか まど２台 のさび止 め塗
装（ 有志）。
３ 月６日
（ 日）定例作 業。
敷 地 内 の 樹 木 へ の 施 肥作
業。 終了後、 緑化委員 会を
開催 。
４ 月３日
（ 日）定例作 業。
不要 になった 高木の添 え木
撤去 作業と備 品の整備 、手
入れ 作業。
５ 月８日
（ 日）定例作 業。
東側 法面の整 備。ユキ ヤナ
ギノ 剪定。終 了後に緑 化委
員会 を開催。 新役員選 出と
新年 度の作業 方針を協 議し
た後 、懇親会 。
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緑 化委員会 は５月８ 日、平成
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い つまでも 若くはあ りま カン 、チェン ソー等の 機械 場所 などで作 業を行う 場合
せん 。安全第 一を考え た事 を使 用する作 業は特に 危険 は、 バリケー ド等で立 ち入
故の ない植栽 作業に心 掛け が潜 んでいま す。
り禁 止の措置 を取り監 視人
まし ょう。
二 、作業靴 は地下足 袋や を置 く。
緑 化委員会 の新年度 がス 運動 靴で滑り にくいも のを
安 全作業に 一番重要 なこ
ター トします 。今年
とは決 して無理 をし
無理せず楽しく植栽作業
も事 故なく皆 さんが
ないこ とです。 緑化
体力過信は禁物
植栽 作業を楽 しく実
委員の 皆さんは 年の
施す るために 、安全作 業に 履く 。
割 り に は 若 く お 元 気 です
つい て再確認 をしたい と思
三 、脚立、 はしごを 使用 が、 決して体 力を過信 する
いま す。
する 場合は、 必ず他の 人に こと なく、今 年も元気 に頑
一 、高木剪 定（ナン キン 脚部 を押さえ てもらう 。
張り ましょう 。
ハゼ ）や、草 刈り機、 バリ
四 、一般の 人が通行 する
（徳原 稔）
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開き 、平成 年度の新 体制を決 めまし た。委員 長は林
勘治 、会計書 記は田上 順次の両 氏が留 任、副委 員長に
新た に脇文雄 氏を選出 。輪番制 の新役 員には香 村、会
田、 阿部、加 藤、古関 、富田の ６氏が 就任しま した。
私 たちの団 地も築 年を
越え 、樹木も ずいぶん 大き
くな りました 。緑化委 員会
が装 備する道 具や機器 類も
充実 した反面 、脚立等 を使
用し ての高所 での作業 も増
え、 操作を誤 れば大け がを

しか ねない状 況下に直 面し
基本守り手間を惜しまない
てい ます。幸 いにして 、今
多摩市緑樹研修会に参加して
まで 大事故は なかった もの
の、 何件かの 作業中の 事故
実 家の樹木 手入れや 団地 参加 し、和気 あいあい と楽
を経 験しまし た。
の緑 化活動で 、刈払機 やチ しい 研修会で した。そ れぞ
そ れらの背 景には、 私た ェン ソーなど の機器に 触れ れの 講座が２ 日間程度 の研
ちの 作業に対 する「慣 れっ る機 会がこれ まで時々 あり 修で 、私にと っては見 よう
こ気 分」がな かったと は言 まし た。しか し、見よ う見 見真 似でやっ ていた作 業の
えま せん。一 度、大き な事 真似 で「これ で良いの か」 基本 を身に付 ける入り 口を
故が 起きれば 、緑化委 員会 と気 にかけな がらの作 業で チラ ッと見た 程度です が、
の存 続自体が 問われる こと した 。そんな 時、「た ま広 いく つかの大 切なもの も得
にな りかねま せん。せ っか 報」 で緑樹研 修の記事 を見 たよ うな気が していま す。
く 年近く積 み上げて きた つけ 、受講し ました。
そ の中でも 、手間暇 かか
私た ちの活動 を継続し てゆ
昨 年６月か ら半年間 に延 るよ うでも基 本を守り 続け
くた めにも、油断大敵 です。 べ８ 日間、① 刈払機に よる る重 要性を痛 感しまし た。
年度は「 安全第一 」を 草刈 り、②ヘ ッジトリ マー それ によって 作業者の 安全
合言 葉に、新 生「緑化 委員 （バ リカン）に よる刈込 み、 性が 向上する ほか、作 業者
会」 を目指そ うではあ りま ③剪 定作業の 基本、④ チェ の疲 労を抑え 、現場周 囲の
せん か。
ンソ ーの取扱 い―の４ 講座 人や 車などの 安全性も 守ら
新 たに副委 員長に就 任し を受 講、テキ ストを使 った れる ことを知 りました 。
た脇 氏を中心 に作業中 の注 概要 説明の後 、現場実 習を
教 わったこ とを足掛 かり
意事 項等をま とめ、み んな 受け ました。
とし て、これ からの作 業を
で順 守しなが ら、事故 のな
受 講者の中 には居住 して 楽し くやって いきたい と思
い活 動を推進 していき まし いる 団地の緑 化活動を され って います。
ょう 。
（田上順 次） てい る人など 市民約 人が
（脇 文雄）
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緑 化委員会 は、その 活動
を通 じて、ホ ームタウ ン鶴
牧の 景観向上 と管理組 合費
の節 減、居住 者のコミ ュニ
ケー ション向 上に多少 なり
とも 貢献して きたと自 負し
てい ます。

ユキヤナギの整備と除草
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（１）

ホームタウン鶴牧６管理組合緑化委員会発行（通巻36号）
2011年（平成23年）５月春季号
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をプレゼントする瞬間を撮ることができました。ヤマセ
ミは警戒心が強く、小倉橋（相模原市）で観察できるこ

ヤマセミ、カワセミは、繁殖時期に入り、雄が雌に餌

アカショウビンは、バーダー（野鳥観察者）憧れの赤

緑化委員会有志

東 日本 大震 災に 義援 金寄 付

の地 震対策を 施した効 果が
あっ たようで す。
今 年は管理 組合の防 災委
員 の 順 番 が 回 っ て き まし
た。 団地の安 全安心の ため
微力 ながら協 力してま いり
ます 。また、 この４月 から
豊ケ 丘市民セ ンターで 休日
夜間 の受付の 仕事に就 いて
いま す。お年 寄りが多 く集
まる 施設なの で、震災 時を
問わ ず、いろ いろな方 面で
手助 けできれ ばと心掛 けて
いま す。
（会田 修）

い鳥。なかなかお目にかかれませんが、幸運にも雄と雌
を一緒に撮ることに成功し感激しました。雨が降る悪天

た瞬間を撮りたいと思っています。
相手があまり大物（コ

イ）だと、ミサゴも水中に引っ張り込まれ、獲物と一緒

に死んでしまうこともあるそうです。
鳥にとっても生きるか死ぬか、文字通り決死のダイビ

緑 化委員会 は５月８ 日、
東日 本大震災 の被災者 を支

ミサゴのダイビングは迫力がありました。アユをゲッ
トした一瞬の写真ですが、来年はもっと大物をゲットし

こと で、少し はボケ防 止や
体力 の若返り に役立っ たか
な？ と考え ているの です
が。
（香村義 隆）

と自体珍しく、日中はあまり姿を見せません。

学 習机で児 童と一緒 に給
食を ご馳走に なり、会 話も
一段 と弾んで 楽しいひ と時
を過 ごしまし た。参加 した

貴
貴
貴重
重
重な
な
な野
野
野鳥、
鳥、
鳥、
執念でキャッチ
執念でキャッチ
執念でキャッチ

き た 心 地 が し ま せ ん でし
た。 間もなく 強い揺れ が収
まり 、何事も 無かった かの
よ う な 静 け さ が 戻 っ たの
で、 プールに も入らず 急ぎ
帰宅 しました 。
部 屋に入る と、地震 によ
る被 害はほと んどなく 一安
心。 昨年、多 摩市から 支給
さ れ た 突 っ 張 り 棒 の 補強
と、 Ｌ字鋼に よる本箱 、食
器戸 棚の固定 、つり戸 棚等

候の中での撮影で、衣服がずぶ濡れになり、露出合わせ
に苦労しました。

巨大地震の揺れに仰天
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アユを捕らえたミサゴ

児 童 と「昔 遊 び 」
で若返り？

アカショウビンの雄と雌

被 害 防 い だ 突っ張 り 棒
東 日本大震 災が発生 した
３ 月 日 午 後 ２ 時 分す
ぎ、 アクアブ ルー多摩 の２
階更 衣室にい た。海水 パン
ツに 着替えて ３階プー ルに
向か う直前に 大きな揺 れに
襲わ れました 。
更 衣室には ４人の利 用客
と 清 掃 作 業 員 が い ま した
が、 更衣ロッ カーの扉 が激
しく 開閉し、 天井は今 にも
落ち そうなほ どゆがみ 、生
11

近隣小学校の社会授業に参加
化委 員会の仲 間にも呼 び掛
け、 手伝う羽 目になり まし
た。
対 象児童は 、大松台 、南
鶴牧 両小学校 とも一年 生で
すが 、今年の 南鶴牧小 学校
で は 二 年 生 も 加 わ っ たた
め、 「二日間 授業」に なり
まし た。
おば 様族は折 り紙、
あや とり、お 手玉、お はじ
きを 担当。
体 力勝負の 竹馬、
けん 玉などを 担当した おじ
様族 の中には 、翌日以 降、
腕、 腰が痛い と嘆く人 も出
る有 様。わず か１時間 程で
した が、年は 取りたく ない
と痛 感しまし た。

詢）

（山城

ングになります。

竹 馬、こま 回し、け ん玉
など は、われ われ子ど もの
頃の 懐かしい 遊びの一 つで
すが 、三年前 からこれ らの
遊び を小学校 の児童た ちと
一緒 にやる社 会授業が 催さ
れて いる。私 も毎回、 誘わ
れて 参加し、 しばし童 心に
返っ て楽しん でいます 。
近 隣の小学 校から子 ども
たち にテレビ ゲーム以 外の
遊び の楽しさ を知って もら
おう と、
地域 の老人会 に
「子
ども たちに昔 遊びを教 えて
ほし い」と要 請があっ たの
が始 まりです 。毎朝、 ラジ
オ体 操に顔を 出してい る緑

雌に給餌するヤマゼミの雄（右）

（２）

http://homepage2.nifty.com/tsurumakimichi/
緑化広報ＷＥＢ版「鶴牧グリーンパーク」

援し ようと会 員有志か ら募
った 義援金３ 万６千円 を日
本 赤 十 字 社 に 寄 付 し まし
た。 会員の中 には身内 の方
が被 災され、 被害を受 けた
人た ちもいる と聞いて いま
すが 、災害に 負けず頑 張っ
て復 興される ことを祈 って
いま す。
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◇ ‥緑化委 員会の植 栽作
業で 事故防止 のための 基本
的手 順や心構 えについ て、
徳原 、脇の両 氏に寄稿 して
もら いました 。技術指 導者
の指 揮の下で 、安全作 業に
心掛 けましょ う。
◇ ‥野鳥の 生態を追 い続
ける バーダー（野鳥観 察者）
の山 城氏が、 貴重なつ がい
のア カショウ ビンと給 餌す
るカ ワセミの 写真を提 供し
てく れました 。
◇ ‥ 巨 大 地 震 の 発 生直
後、 緊急停止 した２号 棟の
全エ レベータ ー内の安 否確
認に 走りまし た。駐車 場で
は大 型バイク が横転、 南側
斜面 で作業中 だった造 園業
者 の 安 全 も 確 認 で き まし
た。
◇ ‥駅のエ スカレー ター
など が軒並み 運転停止 し、
高齢 者にとっ て外出時 、厳
し い ご 時 世 が 続 い て いま
す。 被災地の 復興と福 島原
発の 早期終息 を願って いま
す。
（富 田）

