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□ 11月号の内容 □ 

 

１．お知らせとお願い 

２．理事会報告 

３．担当理事よりお知らせ 

４．特別委員会報告 

５．その他 

  

 

 

347 

お知らせとお願い 
   

★ 秋祭りと防災訓練は１１月１３日（日）に開催です！ 

  詳しくは、記事をご覧ください。 

 

★ 不要となった自転車は放置せず、すみやかに処分をお願いします。 

  （11月末までに処分をお願いします。）            
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理事会報告 

 

第7回理事会 

平成 23年 10月 15日（土）午後 7時～午後 9時 25分 

場所：管理事務所集会場 

 

1.特別委員会報告 

 

高齢化対応委員会 

・災害時対応について―「災害時連絡網」への新規参加者募集および整備 

               災害時用飲料水 2ℓ×250本購入備蓄 

・秋祭り（11月 13日（日））に向けて準備会開催-当日お手伝い参加者の募集ほか  

 

植栽委員会 

・法面低花木補植、伐採木の検討、確認するも、台風 15号による被害の予定外の出費があ 

 り、予算の関係から計画を変更せざるを得ない 

・今後の植栽整備スケジュール 

 ＊計画事業確認及び 3回目の一斉草取り（10月 30日 実施）の準備 

 ＊法面の草刈作業外注について検討 - 夏場の 1回実施予定で松村園芸からの見積りは 

   ￥189,000であったが内容を再度検討する 

・5，10号棟に隣接する配電盤前の低木樹の影響は成長したら剪定する事で問題はない 

  

長期修繕委員会 

・高層棟給水施設改修計画策定は 3方式の内から「インバーター方式（日立標準品）」＋非常 

 用エンジン設置を候補とし、1，2号棟を対象に住民説明会を予定（次年度工事予定） 

・震災被害の補修工事は 10月 11日より工事を開始するが、1，2号棟共に現使用タイルと同   

 一品の補充ができず色彩を優先して選定する。また、剥がしたタイルの再利用も検討 

・1号棟正面エントランス天井照明器具カバー破損は台風による被害と思われ修理する 

  

2.八団地連絡協議会報告 

・各管理組合の状況報告があり、共通した問題は主に下記の通り 

 ＊台風 15号の被害と修繕および災害時の対応（災害時用備蓄など含め） 

 ＊高齢者対策 －名簿の作成と管理（個人情報保護の扱い） 

 ＊駐車場管理（バイクを含む）および不用自転車の処理 

 ＊大規模補修工事の準備ほか 

 

3.植栽関連 

・台風 15号による植栽関係被害とその対応 

 大小 11件の被害があり、危険性などを考慮して早急に緑の会による伐採および処理を行い 

 大木の伐採ほか補植は松村園芸にて対処（計画外出費￥241,500） 

・松村園芸への発注作業及び台風被害に伴う作業を進める 

・7号棟に隣接するアジサイの虫害は根元から 15～20㎝で切取り来春にオルトラン粒剤を 

 散布予定 
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4.施設・防災関連 

・秋の防災訓練は秋祭りと同時開催を予定し、多摩市消防と訓練内容を調整中 

・災害時救援人材募集するも２名のみ応募で再度検討する 

  

5.建築関連 

・震災被害補修工事は 10月 11日より若干の前倒し進捗で１，２号棟共に進行中 

・雑排水管清掃は 10月 16日（日）より高圧洗浄を開始するが、不在宅などによる予定外 

 日時での実施は手動式器具の使用となる 

 

6.環境・ゴミ関連  

・長らく利用されていないと思われる自転車（85 台）について 10 月末までに処理していた

だくよう依頼文（警告文）を付けた。 

 

7.管財・集会所関連 

・ゼロックスコピー機は長期修繕委員会から要望があり、リース契約を継続する 

・企業総合保険更新契約に就いて東京海上日動火災（株）より確認了承された 

 

 (「つるまき」10月号で、第 6回理事会を 

 日時：平成２３年８月２０日（土）午後７時～午後９時 15分と掲載しましたが 

 日時：平成２３年９月１７日（土）午後７時～午後９時 15分に訂正します。） 

 

 

担当理事よりお知らせ 

 

【建築担当理事より】 

 

JS作成の長期修繕計画 (案) 報告書 閲覧について 

 

“第 3回大規模修繕（平成 29年予定）および それまでの中間工事を含む長期修繕計画 

 の見直しに伴う修繕費積立金の妥当性“ についての JSのシミュレーション結果が、 

“長期修繕計画 (案) 報告書（平成 22年度見直し）”として管理事務所に保管されて 

おります。つきましては、当管理組合 組合員の皆様を対象に一定期間 公開いたします 

ので、閲覧希望の組合員の皆様は 下記注意事項厳守の上、公開期間内に閲覧ください。 

 

 1.公開期間： 11月 14日（月） ～ 11月 18日（金） 

 2.閲覧時間： 午前 10:00 ～12:00, 午後 13:00 ～16:00 

 3.閲覧者  ：  グリーンメゾン鶴牧-3 住宅管理組合 組合員 

 4.閲覧方法：  管理事務所/鈴木様 に申し出て, 備え付けの“閲覧記録”にご署名のうえ、 

管理事務所内で閲覧ください。 

5.注意事項： 報告書の持ち出し および コピーは厳禁とさせていただきますので 

        ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 
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【施設・防災担当理事より】 

秋の防災訓練のお知らせ 

 

今年も“秋の防災訓練”を行います。 

・開催日時：2011年 11月 13日（日曜日）10：00～11：00 

・場所：管理事務所玄関前（雨天の場合は 2号棟エレベーターホール） 

・多摩消防署多摩センター出張所より消防士の方に来ていただき、防災に関する講習をして

いただきます。 

 

防災訓練内容 

① 2010年設置された AEDの使用講習 

講習を受けていなくても使用できるとはいえ、緊急の場合には冷静に操作する事は難しい 

です。 

ぜひこの機会に使用方法を教わっておいてください。 

また、昨年使用方法を教わった方も忘れている事が多いです。再確認してみてください。 

※AEDとは？ 

「自動体外式除細動器のこと。心室細動を起こした人に電気ショックを与えることで、正

常なリズムに戻すための医療機器である。 

心室細動を起こした心臓は、ポンプとしての機能を失い、脳やからだに血液を送ることが

できなくなる。そのため脳や体内に酸素が供給されなくなり、やがては心臓が完全に停止

して死に至ることになる。 

病院外での心停止は、全国で年間 2～3 万件あるといわれている。その多くは心室細動で

あり、高齢化により今後さらに増えると予想されている。 

心室細動を起こした場合、唯一の治療方法が電気ショックを与え、心臓のリズムを正常に

戻すことである。処置が 1 分遅れるごとに、10%ずつ救命率が低下するといわれている。

できるだけ早く電気ショックを行うことで救命率も、その後の社会復帰率も向上する。」 

 

② 身近なものを使って出来る救助活動 

“人を運びたいけど担架が無い！” 

そんな時は何を使って担架をつくりますか？ 

 

③ 消防署が無料で貸し出している救助用具の展示 

展示されたものを見て、自分の家庭に足りないものに気づく機会になるかもしれません。 

                                                ※時間の都合によっては行えない講習もあります。 

 

防災に対する意識が高まるなか、必ず役に立つ防災訓練になると思います。 

皆さんの参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

http://kotobank.jp/word/%E8%AC%9B%E7%BF%92
http://kotobank.jp/word/%E5%86%B7%E9%9D%99
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%8B%95%E4%BD%93%E5%A4%96%E5%BC%8F%E9%99%A4%E7%B4%B0%E5%8B%95%E5%99%A8
http://kotobank.jp/word/%E9%9B%BB%E6%B0%97
http://kotobank.jp/word/%E9%9B%BB%E6%B0%97
http://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%B8%B8
http://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%B8%B8
http://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0
http://kotobank.jp/word/%E5%8C%BB%E7%99%82
http://kotobank.jp/word/%E5%8C%BB%E7%99%82
http://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E8%87%93
http://kotobank.jp/word/%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97
http://kotobank.jp/word/%E6%A9%9F%E8%83%BD
http://kotobank.jp/word/%E8%A1%80%E6%B6%B2
http://kotobank.jp/word/%E4%BD%93%E5%86%85
http://kotobank.jp/word/%E4%BE%9B%E7%B5%A6
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%8C%E5%85%A8
http://kotobank.jp/word/%E5%81%9C%E6%AD%A2
http://kotobank.jp/word/%E5%81%9C%E6%AD%A2
http://kotobank.jp/word/%E5%85%A8%E5%9B%BD
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E9%96%93
http://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E9%BD%A2
http://kotobank.jp/word/%E5%90%91%E4%B8%8A
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【植栽担当理事より】 

   

１．台風被害と処置関連 

・ 東法面に倒れたマツは、隣の木に引っ掛かるように倒れたため一般の伐採手法がとれず、 

 高所作業車を使っての伐採となりました。高所作業車の場所を確保するため、駐車場か 

 ら５台分の車両の移動が必要となり、関係住民の方々にご協力いただきました。ありが  

 とうございます。 

・ 東法面の倒木マツの伐採と１号棟コニファー植え替えに多額の費用がかかったため、今 

   後に予定している法面への補植は中止あるいは凍結することになりました。今冬の降雪の  

   状況をみて実施か否かを判断します。（前号にお知らせしました居住区と法面の整備に関 

  しては予定通りです） 

・ 居住区内の８号棟ハナミズキ、４号棟ガマズミ、３～４号棟裏のナツツバキの伐採と、 

 一部傾いた樹への支柱は緑の会で実施しました。 

 

 

【環境・ゴミ担当理事より】 

 

1. 放置自転車について 

・長期間使用されていない自転車が数多くみられ、駐車スペースが狭くなり、乱雑になって

います。  

・使用されていないと思われる自転車につきましては、10月末までに処理をしていただくよ

う依頼文を自転車に付けました。 

・不要な自転車は放置せず、375-9713（粗大ゴミ専用）へ連絡の上、11月末日までに所定の 

 廃棄処理をお願いします。 

・持ち主が不明で放置自転車と思われるものにつきましては、警察に協力を要請して一掃 

 する予定です。 

 

 

特別委員会報告 

 

【高齢化対応委員会】 

 

1. 災害時の対応について 

◉災害時連絡網の「棟別の話し合い会」を水曜日ごとに開催している。この会の目的はお互い

の絆を強め災害時には安否確認のためドアを叩き合うということである。 

  第 1 回は 10 月 19 日に 2 号棟の皆さん 10 名が集まっていただき 3 月 11 日に経験したこ

とを披露しあった。大災害時にどう身を処したらよいか参考になったと思う。以下順次開

催する。 

◉10月 18日多摩市役所防災安全課を訪ね担当者から安否確認の方法、多摩市の災害時対策な

どを聞いた。 

 この内容については災害時連絡網の棟別話し合いの会で披露し参考にしてもらう。 
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2. 秋祭りの準備 

◉10月 22日団地の子供たちに集まってもらい「絵手紙」を描いてもらった。この絵手紙は秋

祭りを周知するためのもので、当団地に居住する 70歳以上の皆さんにポスティングする。 

◉10月 23日秋祭りの準備会を開いた。予算を決め、担当割や前日および当日の予定を検討し

た。 

 

3. 環の会活動 

◉10 月 5 日「日本橋川クルーズ」を行った。あいにくの雨であったが普段では見ることの出

来ない角度からの東京見物をした。(希望者参加) 

 

秋祭りの案内につきましては、次ページをご覧ください。 

 

【植栽管理委員会】 

 

１．法面の間伐・整備について 

 樹木が混んでいると樹に充分な陽が当たらず立ち枯れの原因になったり、幹が太くなれな 

 いため倒木の原因にもなります。このため法面整備計画（昨秋の住民説明会）では法面の樹 

 木の約２割を間伐する目標を立てています。1月の業者の作業を待って、間伐候補の確認を 

 することにします。 

 

2．法面の草刈りの外注について 

 一斉草取りでは法面への参加者が少なく、なかなか作業がはかどりません。また法面は滑 

 りやすく、特に高齢者には危険も伴うため誰もが法面の草刈りをするわけにもいきません。 

 それで繁茂期の１回を外注する案を検討中です。 

 

3．その他 

・ 7号棟わきの虫食いのひどいアジサイは、根元から 15～20cmくらいで切り、来春の芽吹 

 きを待ち、根元にオルトラン粒剤をまいて虫害を防ぐことになりました。 

・ 最近居住区内の樹が伐られ、放置されることがありました。居住区内の樹木の伐採は個人 

  ではやらないでください。要望等は植栽担当理事に申し出てください。植栽管理委員会な 

  り理事会で処置を判断のうえ実施します。これらの手順をふむため、あるいは作業手数が 

  少ないため、作業が遅れる場合もありますが、その点はご理解ください。 

 

【緑の会】 

 

 10 月は、枯れている樹木、枯れかかっている樹木の伐採とその後片付けを実施しました。

また、台風後の居住地内の後片付けも行いました。幸いにも大勢の参加がありました。あり

がとうございました。 

11月の活動は、11月 6日（第 1日曜日）と 11月 19日（第 3土曜日）に台風で落ちた枯

れ枝の処理とその後片付けを実施したいと考えています。また、危険樹木の伐採と実生の木

の抜根なども行えたらとも思っています。 

9 時 30分植栽倉庫前に集合し、作業をいたします。お手伝いいただける方がおられました

ら、よろしくお願いいたします。 
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   １１月 １３日 （日曜日） 午前１１時～ 

   管理事務所前ひろば にて 

 お餅つき・豚汁・綿あめ・炊き出し実演    

 各種ゲーム（射的・スーパーボールすくい） 

 ビンゴ大会・古本市  

＊ ご提供いただける古本を１１月１２日(土曜日)に管理事務所   

  集会所までお持ち願います。（午前１０時～午後３時） 

  

皆様、ぜひご参加ください！！ 

          
    グリーンメゾン鶴牧３ 住宅管理組合・高齢化対応委員会 

 

  

２０１１年度 

秋 祭 り 
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その他 

 

★「電動工具セットの貸し出しについて」 

 

2-804会澤様から木工用電動工具セットの寄贈がありました。 

  セットの内容はドリル，カンナ，丸鋸，ジグソー，作業台（丸鋸，ジグソー用）です。 

  貸し出しを希望される方は管理事務所にお申し出ください．なお，使用に当たっては 

  怪我や騒音などに充分留意し，利用者の責任において使用してください。 

 

 ★ 不法ゴミの処理について 

 

 

 

・10月 17日に 2号棟ゴミ置き場に 

 50 cm x 40cm x 20cmの空気清浄機 

 が放置されておりました。持ち主が 

 見つからないため、組合会計費・環 

 境整備費より「粗大ゴミシール」 

（200円）を購入し、処分しました。 

・粗大ゴミの処分については、 

 「つるまき」10月号等を確認され、 

 各人処分していただきますようお 

 願いします。 

 


