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平成２５年（２０１３年）１０月号          グリーンメゾン鶴牧 3住宅管理組合ニュース 

10月号の内容 

１．お知らせ  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．落し物を預っています      
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お 知 ら せ 

★ 11月 3日（日）に防災訓練と秋祭りを集会所前広場で開催しますので、皆様お誘 

い合わせの上、ぜひご参加ください。合わせて秋祭りの実行委員を募集いたしま 

す。応募される方は、11月 2日（土）午後 3時に集会所にお集まりください。 

 また、秋祭りで開催される古本市用に、読み終わった本やＣＤ、ＤＶＤを提供さ 

れる方は、11月 2日（土）午後 3時までに集会所にお持ちください。 

  

★ 10月 1日（火）より管理事務所窓口の担当者と業務時間が変更されましたのでお

知らせします。尚、10月は窓口担当者の引継期間となっています。 

＜業務時間＞ 

  ・月、金：9:00～17:00（12:00～13:00休憩） 

  ・火～木：9:00～16:00（12:00～13:00休憩） 

  ・土 ：9:00～12:00 

＜緊急時連絡先＞ 

  ・窓口業務終了後 17:25までは日本総合住生活 042-372-5119 

  ・平日の 17:25から翌日 AM9:00まで、日曜・祝日の終日、年末年始の終日は緊 

   急事故受付センター 0570-002-004 

 

★ 落し物を預かっています。 

9月 1日(日)事務所にスカーフの落し物が届けられました。写真を掲載しました

ので、お心当たりの方は管理事務所まで。 
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 理事会報告  

第 6回理事会(定例) 

日時：平成25年9月21日(土)19時～21時40分  

場所：管理事務所集会場 

 

【理事長より】 

①  スズメバチの巣の除去 

鶴牧 3 丁目バス停に降りる法面にオオスズメバチの巣が発見され、すぐにロープ

をはり階段の片側を通行規制した。対応に関し市役所とも相談したが市役所では

対応できないため、複数の業者から見積をとり、一番費用の安い業者を選択し、

巣の除去を行った。 

② 7号棟前広場の喫煙場所について 

住民からの要望・苦情もあり、7号棟北側の広場の喫煙場所の撤去・移動を含め、

対応を検討することにした。当該の灰皿付近に事前に貼り紙をし、対応の予告を

周知することにした。 

③ 防災訓練・秋祭りについて 

例年実施している防災訓練と秋祭りを 11月 3日（日）に開催する。当日は理事全

員の協力を求めたい。高齢化対応委員会と共催するので、次回理事会で詳細を提

案したい。 

・実行委員の募集（多くの人の参加を求める） 

・新しい企画を募集し新鮮味を出したい 

・毎年支給されているアルファ米の利用と備蓄一覧表を作成する 

・消防署と連絡し、時間の調整（模擬訓練、講話） 

・費用は前年度並みとする 

④ 第 2回よりあいの開催について 

高齢化対応委員会と協議し、テーマ・日程を決めていきたい。今回はジュースな

どの飲み物を用意し互いの親近感を醸し出していきたい。前回参加者の少ない号

棟に関しては理事による呼びかけも必要と思われる。 

⑤ 1号棟での漏水について 

9月 16日（月）の台風で 1号棟の 2戸で天井・壁から漏水したため、9月 20日（金）

に業者に依頼して外壁に水を噴射して、住民に確認の上壁を剥がして、漏れを確

認した。今後 JSにも依頼して再度漏水確認をして、剥がした個所の補修含む対策

工事の相見積を依頼することにした。 

⑥ 災害時要支援者の対応について 

希望者の集約が出来次第、担当理事と調整し、10月中に訪問完了したい。 

 

【建築関係】 

①  給排水管の劣化調査について 

・調査を 10月末に実施することにし、対象住戸には事前にチラシで連絡すること

にした。 
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【植栽関係】 

① 9月 29日（日）の一斉草取りでの理事の分担を確認した。 

② 8号棟北側階の危険木（傾いている枝が枯れた木）を伐採した。 

③ EN法面の松くい虫にやられた松の木を伐採した。 

④ 3 号棟の生垣の枯れている部分（13 本）の伐採と植樹を緑の会の協力で行った。

緑の会の方より苗木の提供も受け費用を掛けずに実施した。 

⑤ イチョウ橋を渡った落合 5 丁目プロムナード多摩中央の脇に松くい虫にやられた

松の木があると指摘があった。松くい虫は伝染するとのことで、グリーンメゾン

鶴牧にも被害が及ぶ可能性もあり、市に問い合わせをして伐採を依頼した。10月

一杯までには作業してもらえる予定である。 

⑥ 居住区内の常緑樹の高木剪定がおこなわれたが、手を付けていない常緑樹への剪

定要望や 3 年毎の剪定で成長を抑えていかないと地面のインターロッキングやア

スファルトの舗装を壊すとの懸念が寄せられた。本年度に追加の剪定が出来ない

かを検討し、来年度の予算への組み入れが必要かを検討することにした。 

⑦ インターネットのグリーンメゾン鶴牧 3 のホームページへ植栽のコーナーを設け

て掲載をはじめた。今後、新たな記事のアップロードまでのルールを確認してい

く予定である。 

⑧ 本年度の予算組みの中には、これまであった「園芸予備費」の項目がなく「予備

費」の中に含まれることになっているため、本来の「園芸予備費」の出費の計算

が立てにくい状況にあり、財務委員会での協議や理事会三役での検討依頼中であ

る。 

 

【駐車場関係】 

① 一号棟前などの「とまれ」や白線が消えていて一時停止をせずに出る車もあるよ

うで、「とまれ」や白線引きを 9月の草取りの日に行うことにした。 

 

【経理関係】 

① 4月から 8月までの支出実績の進捗状況を提示して確認した。また 9月 21日（土）

の財務・経理委員会での意見と依頼内容を確認した。 

 

 担当理事よりお知らせ  

【防災訓練と秋祭りについて】 

11月 3日（日）に防災訓練と秋祭りを集会所前広場で開催しますので、皆様お誘い合わ

せの上、ぜひご参加ください。 

＜防災訓練（午前 10：00～）＞ 

訓練内容：救急救命・AEDの使い方、消火訓練（消火器の使い方）、通報の模擬訓練 

講  師：多摩消防署担当官 

＜秋祭り（午前 11：00～）＞ 

 出し物 ：餅つき、射的、綿あめ、スーパーボールすくい、豚汁、ビンゴ、 

      チョークでお絵かき、ジャンボシャボン玉、古本市、など 

  ＊古本市用に読み終わった本やＣＤ、ＤＶＤをご提供希望の方は、11月 2日（土） 
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午後 3時までに集会所にお持ちください。 

＊秋祭りの実行委員を募集いたします。応募される方は、11月 2日（土）午後 3 

時に集会所にお集まりください。 

 

【植栽担当理事より】 

本年度第 3回目の一斉草取りが 9月 29日（日）に行われました。多くの方々にご参加

頂きありがとうございました。すっきりとした中、11月には、消防訓練や楽しい秋祭りが

出来そうです。団地の木や草花も秋の装いから冬支度です。お楽しみください。 

本年度は、3年毎に行われている「居住区内高木剪定」の年です。常緑樹が 9月 2日（月）

～9月 6日（金）の間で行われました。落葉樹は 11・12・1月の内に数日実施予定です。

施工業者は松村園芸です。日取りが決まりましたら、ポスター掲示でご案内します。また、

9月 9日（月）には「年間の緑地管理委託」（松村園芸）の作業でとして、ツバキ・サザン

カ・サクラの消毒を行いました。皆様、いろいろとご協力ありがとうございました。 

 

6 号棟のスロープの脇にあるゲッケイジュの木を 2ｍ程の高さに切り下げることになり

ました。ゲッケイジュは成長が旺盛な木で台風や積雪による枝折れでスロープへの障害も

考えられます。また、今後安全に費用を掛けずに管理していくという観点で、業者に剪定

を依頼せずとも自分たちで管理しやすい高さにします。作業は緑の会の協力で行いたいと

思います。ご了承ください。 

 

オオスズメバチの巣が、バス停に降りる階段脇の法面の所に発見されました。業者に依

頼し即日駆除しました。オオスズメバチの巣はふつう土の中にあり、駆除のとき巣を破壊

して埋めてしまうそうですが、今回の巣は配管の中にあったので、また戻ってくる可能性

があるとのことです。階段の通行制限のロープは外しましたが、充分注意して下さい。 

 

当団地の豊かな緑は大きな財産です。しかし、建物も老朽化していく中で今後どれだけ

の予算が植栽の費用として割けるでしょうか。現在、管理している植栽の量と割り当てら

れた植栽の予算とのつりあいがとれていないと感じます。不均衡のままでいると安全面の

確保に手落ちが生じかねません。今後、予算を増やしますか？植栽を減らしますか？そん

なことを考えていかないといけないと感じています。皆さんで考えていきましょう。また、

緑の会・花の会の力添えにより植栽環境が保たれている部分もあり、経費の節減にもなっ

ています。緑の会・花の会の会員の確保が団地の豊かな緑を保ち続ける上で重要だと考え

ます。 

 

※ 緑の会・花の会では随時会員を募集しています。『時間のあるときだけ参加する』『体

調がよいときだけ参加する』などご自分のスタイルに合わせての参加で構いません。興味

のある方は一度のぞいてみてください。疑問・質問のある方は管理事務所へお問い合わせ

ください。折り返しご連絡します。階段掲示板の会員募集のポスターもご覧下さい。 
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 特別委員会報告  

【植栽管理委員会】 

① 居住区内の常緑樹の高木剪定の確認をしました。 

② 総会で承認された「植栽管理計画」にそった法面にするため、歩道沿いに低花木補植を

実施します。これまで委員会では、実施に伴う出費や植える時期の見通しを、長きに渡

り検討していました。この秋に EN 下の法面の作業を緑の会にお願いし行う予定です。

苗木の提供も緑の会の方にお願いしています。なるべく費用を掛けず行う工夫をしてい

ます。 

③ 管理事務所前の広場など樹木のネームプレートを掲げてみました。どうぞご覧下さい。 

④ インターネットのグリーンメゾン鶴牧３のＨＰの植栽のコーナーについて内容を確認

し意見交換を行いました。良いものになるように工夫していきたいと思います。 

⑤ 「植栽管理計画」の条文の変更案を示し意見交換を行いました。引き続き意見集約を行

います。 

⑥ 本年度の「園芸予備費」の状況を確認しました。また、会計処理マニュアルの中で、植

栽関係の勘定科目の例示の確認をして財務委員会ともすり合わせし、内容の整理をして

いきます。その上で来年度の「年間の緑地管理委託」の計画を立て、予算を組んでいき

たいと思います。 

⑦ 植栽倉庫内の火気厳禁の確認をしました。 

 

【緑の会】  

① 9月の活動は、3号棟南の病気のベニカナメモチの植え替えを 9月 7日に臨時に行いま

した。通常の例会では、7号棟北のトチノキの枯れ枝を落とし、8・9号棟北法面の草取

りを行いました。人手の必要な作業で、暑い中たくさんの参加がありました。ありがと

うございました。 

② 10月の活動は 10月 6日（第 1日曜日）10月 19日（第 3土曜日）の 2回を予定してい

ます。立ち枯れ樹木と危険樹木の伐採をします。9 時 30 分、植栽倉庫前に集合し、作

業を開始いたします。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。 

 

【高齢化対応委員会】 

① 「秋祭り」の準備 

9 月 23 日高齢化対応委員会を開き「秋祭り」について検討しました。主な点は以下の

通りです。 

・お手伝いいただく実行委員を募集する。実行委員は前日の 11月 2日午後 3時に集会

所にお集まりいただく。 

・防災訓練と餅つきなど秋祭り準備がかさなり防災訓練参加者が少なくならないよう防

災訓練参加を事前から呼びかける。 

・出し物は昨年とほとんど同じだが、子供たちのために「ジャンボシャボン玉」を新た

に予定している。 

・広報は「つるまき」・階段掲示で行い、高齢者には子供たちの描いた絵手紙招待状で

行う。 
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・雨天の場合は、2号棟エントランスで餅つき、その他は集会所内で行う。 

・今回も「古本市」を開きます。読み終わった本やＣＤ、ＤＶＤをお持ちください。売

り上げは赤い羽根募金とします。11月 2日（土）午後 3時までに集会所に持ち込んで

ください。 

② 2度目の「よりあい」を開きます。 

先に開催した「よりあい～棟別集会～」で「これからもこうした集会を開いてほしい」

との要望が多数ありました。また先の集会には参加いただけなかったお宅も多数ありま

した。そこで 12 月からもう一度「よりあい」を行います。日程等は追ってお知らせし

ます。 

③ 助成金について 

多摩市社会福祉協議会の「ふくし活動助成金」を申請しておりましたが、2万円助成し

ていただけることになりました。助成対象は「よりあい」です。 

④ 「クラッシク鑑賞会」について 

毎回 20名を超える皆さんが楽しんでおられます。 

次回は、10月 27日(日) 開演 6時半 演目は「カルメン」 

 

【IT委員会】 

① 9月 7日（土）に当団地のホームページに植栽関係の新コーナーを設けることを支援し

ました。 

② 9月 14日（土）、9月 21日（土）、9月 29日（日）に理事会の希望者に対し、PC研修を

実施しました。 

 

 落し物を預っています  

9月1日(日)事務所にスカーフの落し物が届けられました。写真を掲載しましたので、

お心当たりの方は管理事務所まで。 

 

 

 


