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コモアしおつ自治会広報
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第 13 回 定期総会が開催されました

第1号
2005.5.18

4 月 24 日（日）

第 13 回総会風景
規定時間を越える活
発な討議が行われま
した。

総会員数：１，０９１名
（平成１７年３月３１日現在）

出席者数：１８３名
委任状数：６８９名
（当日９時５５分現在）

新役員挨拶
少し緊張した面持ち
で。

平成 17 年 4 月 24 日（日）四方津小学校体育館にて開催されました。
ほとんどの議案については提案通り承認されましたが、一部見直し、検討を要する議案（樹木伐
採、集会所使用規定新設の件等）がありました。
それらにつきましては後の広報誌にてお伝えしてまいります。
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新任自治会長からのご挨拶
コモアしおつ自治会長

川島秀夫

日一日と若葉の色が濃くなり、爽やかな風が頬をなぜて通り過ぎて行きます。緑豊
かなコモアに住んで、本当に良かったとしみじみ実感する時節です。
このコモアも十数年の歳月を重ね、素晴らしい町並みを形成してまいりましたが、
一方で数々の課題も出てまいりました。

管理組合で検討しているブリッジ問題、

1,000 世帯を有する地域防災問題、直近では緑道樹木の問題等々、今年度自治会は
課題山積です。
5月8日

第 1 回役員会及び地区別ブロック委員会を開催いたしました。 コモアの課題を共有してもらう

ため同日開催で行動開始です。
更に、今年度はコモアの抱えている当面の課題解決のため、各専門部役員担当を超えて、横断的に検討でき
る、検討委員会を提案いたしました。
組織問題

スリム化と機能アップ

環境・防犯

防災・消防隊

イベント関係

自治会イベントのあり方

広報

IT

防犯

地区運営

それに伴う規約問題

環境・樹木問題

住民への情報伝達体制

杉山副会長

ミュージック・フェア
ホームページとの連携

これらの検討委員会のチーフを副会長方に担当いただき

半澤副会長
中桐副会長
八木副会長

各専門部分野を超えて、専門部長全員が参画し

て検討を行う。コモアの課題をより早く察知すると同時に、課題を浮き彫りにしてスピーディーな対応が出
来る体制を採りたいと考えています。第 1 回目の役員会で、初回の会合にも拘わらず闊達な意見交換があり、
役員各位の前向きな姿勢を感じました。
緑豊かな環境と樹木伐採、防災体制、集会所・掲示板使用、緑道の整備、等々の諸問題解決も、住民の皆様
の幅広い意見を集約し、より良い方向を探ってまいります。
これらの活動は、随時広報誌・IT 部のホーム・ページを通じて、皆様にお伝えしてまいります。
これから 2 年間の任期

ブロック委員・役員全員で、フォア・ザ・コモアの自治会運営を進めてまいります。

この素晴らしいコモアの環境の中で、より安全で明るく楽しく住めるコモア造りの一端を、担えればと考え
ています。
住民の皆様の自治会活動への関心と積極的な参画を、どうか宜しくお願いいたします。
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第 1 回役員会開催
5月8日

第 1 回自治会役員会が開かれました。この日の会合は、今年 1 年間の各部活動方針説明を

中心に進められ、活発な質疑応答がありました。
各部の主な説明内容は、次のとおりです。
総務渉外部

自治会活動保険、集会所予約と鍵、登録団体更新状況についての説明が有り、今後の詳細運
営については、本日部会を開き詳細決めて行きます。

広報部

広報活動の充実、IT 部との連携をして情報発信を行います。

IT 部

今年度から部になった IT 部、IT=パソコンと難しく考えないで、誰にも見られる情報発信
をします。後程 2 点提案いたします。

文化部

ミュージック・フェア、文化祭を昨年同様企画しています。詳細はこれから検討開始します。

体育部

巌地区・コモア球技大会、巌体育祭りが、ミュージック・フェアと同じ日に設定されている
ので困っています。（10/9）イベント毎に担当を決めて運営していきます。

青少年部

フリーマーケットは、今回は子供にペイバックはしないで、景品（参加賞）にしました。夏
休みラジオ体操等例年通り実施して行きます。

環境防犯部

部員を増員、清掃活動、交通安全活動に力を入れて行きます。樹木問題は、環境防犯部だけ
では荷が大きすぎるので、別途検討委員会の中で議論を進めて行きます。

厚生福祉部

民生委員と連携を取り、敬老会の準備を進めます。6 月 12 日に打合わせを行います。

自主防災委員会

大まかな防災訓練計画程度で、まだ詳細は詰めておりません。5 月 15 日に拡大防
災会議を予定しており、そこで詳細詰める予定です。

会計

スムーズな会計処理を行うため、皆様のご協力をお願いいたします

監事

現在はまだ特に考えていませんが、自治会運営に協力して参ります。

IT 部より提案

ホームページにフリーマーケットを開設したい。
集会所予約を

・・・・・

賛成多数で可決

ホームページ上で行うようにしたい。 ・・・・・ 要調整で継続審議

以上 2 点に付き審議した結果、不要になったものを譲る（有償も含む）ただし自治会は一切内容には関
与せず、場を提供するのみ
広報部より提案

集会所予約は総務との調整が出来ていない段階で時期尚早。

掲示板使用と掲示物について

毎月定例的な掲示板利用については、事前に申請を行い承認番号を付記することにより、毎回の承認印
を省略可能としたい。省略掲示期間は 1 ヶ月以内としサイズは原則 A4 とする。・・賛成多数で可決
（詳細は最終ページ参照）
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第 1 回ブロック別委員会開催
全ブロック委員が地区別集会場に集まり、第 1 回目の委員会を開催しました。
冒頭に各地区会長から午前中の役員会の報告を行いブロック委員の意見交換を行いました。
各地区共にブロック委員の率直な意見が多数でましたので以下にその概要をお伝えします。
¾

ブロック委員会

¾

樹木問題

¾

青少年部、青年部、巌地区との任期がずれている

対応が難しい（1）

¾

体育祭、巌地区との合同開催

（3）

¾

回覧のバインダー破損している

¾

回覧が多すぎないか？

¾

街灯が切れているのは何処に連絡するのか

¾

カーブミラーの設置をお願いしたい

¾

IT 部でフリーマーケットを始めるというが

¾

集会所の予約
ているのか

毎月は多いのではないか

何故切らねばならないのか

他に専門部会も開かれるし・・・（1.2）

（1、4）

地域に馴染めない

どこへ言ったら良いのか

（2）

（3）
（3）

（3）
コモア以外の方でも良いのか

ホームページで行う事になるようだが

（4）※注 2

パソコンを持っていない人への対応は考え

（4）※注 3

¾

ブロック内の戸数の把握

¾

ペットを飼っている方へのマナーを再度徹底してほしい

留守が多いお宅への対応が難しい

（2）

（3）

概略以上のような議論が有り、地区会長と共に課題を検討しました。終了後 4 時に再度、三役が集まり自
治会としての課題検討会開催し、対応できるものは速やかに、連携検討を要する課題は夫々の部会にフィ
ードバック致しました。
午前中の自治会役員会情報が全ブロック委員に瞬時に伝わり、ブロック委員の抱えている課題が自治会全
体の課題として伝わり易くなったのではないかと思います。次回のブロック委員会も大いに期待いたしま
す。
注１）：（ ）内数字は丁番号
注２）
：フリーマーケットの開設は役員会において審議し承認されました。利用はコモア居住者に限定す
る方針です。
注３）
：集会所予約 HP の正式適用については未だ検討中です。また、検討の前提条件として従来予約方
法は存続させる方針です。
−川島（記）―
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コモアニュース掲示板
コモア文庫 6 月のお知らせ

コモア・フリーマーケット開催のお知らせ
開催日：6 月 5 日（日）

14:00〜16:00

１日（水） 文庫

14:30〜16:00

移動図書館

時間：１０：００〜１２：００

10 日（金） 絵本の読み方講習会(2) 10:00〜11:30

※ 雨天時 6/12(日)に順延

15 日（水） 文庫

場所：上部ステーション前広場

14:00〜16:00
14:30〜16:00

移動図書館

☆ 出店の申し込みは締め切りましたが、空きがある場
合もあります。

25 日（土） 週末のおはなしの会

11:00〜11:30

ご希望の方はお問い合わせ下さい。

※ 22 日（水）のおはなしの会はお休みです
場所はいずれも 3 丁目(センター)集会所

コモアフリマ 小西 66-3558

コモアふれあい広場のお誘い

コモアニュース掲示板原稿受付のお知らせ

開催日：６月６日（月）（毎月第 1 月曜日）

広報部ではコモアニュース掲示板の原稿（書面）を受付

時

間：１０：００〜１５：３０

けています。

場

所：センター集会所

次回原稿の締め切りは、６／１１（土）です。最寄の広

会

費：１００円（昼食の方のみ）

報部受付担当（下記）宅のポストへお願いします。

内

容：小物作り、いろんな遊び

小物作りをする方は布・裁縫道具を持参ください。

内尾

2-19-4

荻野

4-3-2

関 3-40-5

布のない方はこちらでも用意します。
☆ お友達づくりの場として開催しています。
井上 66-2068

資源ゴミ回収のお知らせ
趣旨：資源ゴミ回収を行い、収益金をもって四方津小学校などの充実に協力する。
日時：平成１７年５月２９日（日）９〜１０時
小雨決行

中止の場合は校門入口と小学校歩道橋下の分岐点の２箇所に「中止」の表示をします。

回収日の変更がある場合は改めてお知らせします。
場所：四方津小学校体育館前駐車場
回収物：新聞、雑誌、牛乳パック、コピー用紙
ダンボール（ボール紙、菓子の空き箱も含む）
ペットボトル（飲料用と醤油のボトルのみ）
※
※
※

缶・ビンは回収物の中に入れないでください。
ペットボトルはふたを取り、中をよくすすいで出してください。
新聞紙と雑誌はそれぞれ分別して下さい。

今後の予定
第２回

第３回

第４回

第５回

９／４

１１／６

H18 １／１５

H18 ３／５
内田１−３３−８
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自治会からのお知らせ
体育部

環境防犯部

平成 17 年度体育部主要イベント開催予定
平成１７年度 緑道・公園草刈・清掃年間活動予定
① 巌地区球技大会（６月下旬、日曜日開催）
月日
時間
活動内容
備考
② コモア球技大会（９月上旬、日曜日開催）
5/28（土） 8:00-9:00
草刈清掃
③ 巌体育祭り（１０月上旬、日曜日開催）
前年度ご担当から引き継いだばかりで、右も左も判らな
7/23（土） 8:00-9:00
草刈清掃
参加者へ
い新米体育部員７名ですが、全員で分担・協力し合い、
ジュース配布
先ずはこれらのイベントを滞りなく実施できるよう活
動していきたいと思います。
8/27（土） 8:00-9:00
草刈清掃
参加者へ
各イベント何れも、会員の皆様の積極的なご参加、ご協
ジュース配布
力の下に成り立つものですので、是非ともご協力のほど
10/22（土） 9:00-10:00 草刈清掃
宜しくお願い致します。
コモア内その他で、ソフトボール／（ソフト）バレーボール
などチームを作って活動されている方がいらっしゃるようで
したら、是非ご一報ください。

11/26（土） 9:00-10:00

清掃

3/25（土） 9:00-10:00

清掃

IT 部

総務渉外部
平成 17 年度 自治会集会所管理担当者
1 丁目（ノース）
2 丁目（サウス）

小島 66-4104 （1-31-8）
PM5 時以降・土日・祝日のカギは
小鳥居(1-19-3)ポストへ

山口 66-3956

（2-21-10）

3 丁目（センター） 小林 20-6061

（3-38-６）

4 丁目（ウエスト） 佐藤 66-3723

（4-15-5）

HP「コモアの風」に「譲ります・譲って下さい」を
開設
皆さんが既に不要になったものを何がしお持ちになり、
処分するのも勿体ないので物置にしまっておられると
思います。しかし、それを必要としておられる人も大勢
おられます。例えばベビーシート、乳母車、三輪車、幼
児服、TV、カセットレコーダなど。
そんな自治会の皆さんの便宜をはかるために、またホー
ムページ拡充の一環として「コモアの風」にフリーマー
ケット「譲ります・譲ってください」欄を６月から開設
する予定です。
開設準備が整い次第またお知らせしますが、どうぞご期
待下さい。

広報部
掲示物承認の受付
１０時〜１７時まで
不在時はポストへお願いします。
五十嵐 3-33-8

回覧板の管理
コモアニュース掲載原稿の受付
お知らせの原稿は、書面にて受付さ 回覧板についてのお問い合わせは下
せて頂きます。最寄の部員宅ポスト
記までお願いします。
へお願いします。
五十嵐 3-33-8
内尾 2-19-4
関 3-40-5
荻野 4-3-2
掲示板の使用について
毎月定例に承認印を受けて掲示している登録団体には承認 No.を付して、毎回の承認印を省略し、掲示期間を１
ヶ月以内とすることが可能となりました。承認希望の団体は受付までお申込ください。
※ 通常の掲示期間は２週間で、サイズは A4 を原則とさせて頂きます。
今年度より部員も入れ替わり皆様には何かとご不便をかけると思いますが、各部の活動報告を中心に「何を行お
うとしているのか」
「何を行っているのか」などお伝えできるように心掛けた広報紙作りに取り組んで行きたいと
思います。コモアニュース掲示板等の掲載は、紙面スペースの許す範囲で、できる限りお載せしますので原稿お
待ちしております。
編集・発行：コモアしおつ自治会広報部
みんなの手で明るく住みよい街づくりを
山崎（部長）松浦（副部長）
萼、内尾、五十嵐、関、荻野
発行責任者：コモアしおつ自治会長

川島 秀夫
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コモアの風（コモアしおつ自治会／管理組合のホームページ）http://www.commore.jp/
パスワード coMMore996

