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伐採せずに 剪定で！
―樹木問題で方針決定―
★

自治会は、長期間懸案の樹木問題にやっと一つの答えを、お届けできるところに漕ぎ付けました。環境

防犯部会（杉山部会長）を中心に数回に亘る検討会の結果が、8 月の役員会・午後の全ブロック委員会に提
案され承認されました。
「伐採はしないで、剪定で対処する」という方針が決定されました。現在、樹木に
マークされている通りに伐採された荒涼たるイメージから、やっと開放された気持ちで、ホッとしています。
方針決定内容に従い、作業を開始いたします。
（方針内容は、環境防犯部会報告参照・別途 8 月 10 日付「緑道樹木の剪定について」HP 及び回覧済）

28 日に大規模コモア防災訓練
★

28 日は、コモアを挙げて防災避難訓練を行います。全ブロック委員 1 丁目集会所に集合、拡大防災委

員会を実施いたしました。災害発生を想定しての避難訓練、各地区共にブロック委員を中心に大勢の方の参
加をお願いします。現在までコモアでは大きな災害を経験していないため、災害に対する備えは、無防備に
等しいです。防災・災害を考え行動する一日にしていただきたい。

秋のイベント 準備着々！
★

巌地区球技大会で、コモアのソフトボール・チームが、初優勝しました。地域との交流での快挙、おめ

でとうございます。9 月には、コモア球技大会を開催します。奮って参加を！
小学生の夏休み。7 月 25 日〜29 日のラジオ体操に参加しました。毎日 100 名を越える参加で賑やかでした
が、参加して気になったこと。一生懸命やる子と、ダラダラ何しに来ているのか判らない子、整列して間隔
をあけてと指導をしてみたが殆ど反応しない。学校ではこんなことはないのだろうと思いたいが・・・8 月
22 日〜25 日まで実施予定ですので皆様もぜひ参加を！
7 月 30・31 日一足早いコモアの盆踊り。今年は大勢の子供さん達も輪の中に入り、楽しそうに踊り賑やか
な盆踊りでした。只

櫓を組んだり運営の全てが、コモア・クラブの皆さんだけで行われていたのが、これ

から数年先の事を考えると気掛かりでした・・・・・
9 月 3 日は、秋祭り。こちらは若手の実行委員の皆さんが張り切って準備しています。コモアの皆さんに楽
しんで頂けるような、手作りのイベントが続きます。こちらも楽しみです。
自治会のビッグ・イベント ミュージックフェア・文化祭も 10 月 16 日開催に向けて、イベント部会（中桐
部会長）と文化部を中心に内容が着々と煮詰まってきています。今年は、プログラム内容で楽しんでいただ
けるものをとプランを練ったそうです。乞うご期待！
今年の残暑は厳しそうです。

健康管理には充分

ご留意ください。
自治会長

川島秀夫
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第４回役員会
8月7日

第 4 回役員会が開催されました。各専門部の具体的な活動報告が発表され、活発な質疑が行わ

れました。
役員会の内容は、以下のとおりです。
総務渉外部

登録団体の集会所 WEB 予約は、団体 NO.を入力すれば団体名が出るように改善しました。
（登
録団体には、団体 NO.連絡済）

広報部

各部とも、広報記載予定の記事は早めに送付ください。

IT 部

8 月は 20 日発行予定です。

コモアの風アクセス件数 2185 件（一日平均 71 件）メールマガジン発行 5 回、記事記載・
ラジオ体操（青少年部）等 4 件程度、記事内容と広報部との連携、情報は HP（リアルタイム）
と広報（タイムラグ有り）双方で発信する。

文化部

ミュージック・フェアと文化祭の会場設営について説明があった。プログラムも決定し配布説
明があった。当日運営に際して各部への協力要請を行った。
7 月 10 日巌地区球技大会で、ソフトボール・チームが優勝した。 9 月 11 日のコモア球技大

体育部

会参加募集です。
青少年部

7 月 25 日〜29 日までラジオ体操実施しました。キャンプ 7 月 30〜31 日予定だったが、参加
者少なく延期。再募集中、8 月 20〜21 日で予定しています。

環境防犯部 7 月 16 日時計の公園池の清掃、大野の梶原組さんに残土の廃棄や、排水ポンプ等大変お世話
になりました。７月 23 日草刈清掃実施。8 月 27 日草刈清掃予定しています。最近極端に参加
が少ない地区があり、対応に苦慮しています。
四方津小からトンネルまでの歩道が、草で通り難くなっている。市への交渉を・・・・
時計の公園の池、8 月一杯で循環放水を終了します。樹木問題は、部会報告参照
厚生福祉部

敬老会は 9 月 11 日「桜扇」で実施。8 月 21 日に詳細打ち合わせを行います。

自主防災委員会

別項を参照ください。

大変時間が掛かりましたが、7 月 27 日山梨信金の名義変更が完了しました。各部の予算執行

会計

については、部長、会長の確認を徹底してください。

検討事項
環境・防犯部会（杉山部会長）より 「緑道樹木の剪定について」、討議結果の説明、提案がありました。
「伐採はせず剪定で対処することに決定した」
質疑応答の結果

全員一致で承認されました。

（提案内容については、環境・防犯部会報告

参照）

PS. 学校からトンネルまでの歩道草刈の件。市に問い合わせたところ 8 月下旬頃になるが、手配済み
いたします

との事です。

実施
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第 4 回ブロック別委員会・自主防災委員会
8 月のブロック委員会は、28 日に行う「防災避難訓練日」の訓練進行を全体で確認するため、全員 1 丁目
の集会所に集合しました。各ブロックとも欠席者は殆ど無く、説明する防災隊員も、今年度のブロック委員
の真剣な取り組み姿勢・関心の高さに大変感動していました。
高柳自主防災隊長から、防災避難訓練日のブロック委員各位の役割・行動を進行表に従い説明を受けました。
その後、役割分担別に別れ、夫々の担当について詳細説明確認を行い、当日の防災訓練に備えました。
防災委員会終了後、全ブロック委員会を開催、自治会議事を行いました。
各部からは、午前中の役員会報告を行い、自治会の活動状況を伝達致しました。
（役員会報告参照）
活動報告の外に、文化部から各部及び全ブロック委員へ、ミュージック・フェアの実行に際しての協力要請
がありました。
環境防犯部からは、樹木問題について、
「伐採はせず剪定で対応することに決定した」の説明があり、その
後質疑を行いましたが、特段の質問も無く承認されました。
（詳細は別項

環境・防犯部会参照）

ブロック委員から発言
ゴミの問題

粗大ゴミや回収して貰えないゴミが

出されている。何とかならないか。掲示をして注意を促

す努力はしてみたが・・・・他所の方が捨てているかもしれない・・・
これも大変困った問題です。ゴミ出しの分別を励行して欲しいです。現行犯？で注意を促すしか難しい。コ
モアの方がこんなことを繰り返すとは思いたくないですが・・・・今月の広報で再度ゴミの出し方について
注意を掲載いたします。
地区毎には毎月開催してきましたが、全体で開催した始めてのブロック委員会。欠席も殆ど無く、真剣な討
議をいたしました。コモアの事をこれだけ真剣に考えて参集頂いたブロック委員に感動しました。
（編集子）

お知らせ
★

2‑14‑1・2・3・4 通称ゲスト・ハウスが、競売落札されました。

落札者は、都留市の「富士新幸株式会社」寝装具の開発製造業

だそうです。これからの使途に関して

は、まだ決めてなく、当分の間は現状のままにして置くそうです。使途に関して、これからも注視しな
ければなりません。
★

空き地の草刈について

積水ハウスの区画では、夏草の草刈が行われています。細田工務店にも、問い合わせましたところ、同
じく手配はしているそうです。只、積水ハウスさんと同じ業者に依頼してあるので、積水さんが終わり
次第掛かるそうです。
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環境・防犯部会
長期間懸案の樹木問題

第２回検討会（緑道樹木問題）

環境防犯部（相場部長）を中心に検討の数を重ね、問題点を浮き彫りにしました。

その結果を、更に環境防犯部会（杉山部会長）中心に専門家の意見も取り入れ多角的な検討を重ねました。
検討会に出された意見の概略を再録すると
・ 自治会認識と市（行政）認識との乖離

何処までが自治会マターなのか

・ 前年度の案は、伐採本数が余りにも多すぎる
・ 緑の環境が失われてしまう
・ 住民の意向はどうか

景観への配慮は何処までするべきか

少数の意見だけで実行するわけには行かない

・ 全て伐採してしまってよいのか
・ コモアが開発されて 10 数年、剪定する時期に来ていると思うが、全て
伐採を望んでいるとは思えない
・ 樹木も生き物である

住む人との共生を中心に考えるべきであり、切倒

すのは簡単いつでも出来ることだ、二度と元には戻らない、それは最後の手段だ
・ コモアの緑豊かな景観を損ねないで欲しい
・ 伐採するとして、代替は考えてあるのか
・ 専門家の意見はどうか
専門家・樹木医へ、
「住民と樹木と共生及び景観を損なわない解決策」と言う極めて難題を、依頼しました。
その結果をも踏まえ、多角的な検討を進め下記のような「公園・緑道の樹木」に関して、自治会決定をしま
した。

方針（実施内容）
東西緑道の繁茂した樹木を対象として伐採・剪定について検討し、以下のように決定した。
メタセコイヤ

台湾カエデ

イタリアンサイプレス

上記以外の繁茂している広葉樹、枯れ木
具体的には

樫の木

倒木は撤去

各々の樹木の成長度合いに応じて、緑道の景観にも配慮しつつ、その樹に適応した剪

定を進める。
自治会（環境防犯部会・樹木問題検討会）で検討結果、伐採はせず剪定で対処する事に決定した。
上記趣旨に基づいて、樹種毎に 2〜3 サンプル剪定を行い住民の意見を聞く期間を設ける。この決
定に伴い、現在樹木にマークしてあるテープは、撤去し個々対応することとする。
コモアの方針決定（実施内容）により、市当局との折衝を進めて行きたい。

上記方針は、8 月 7 日定例役員会に提案、午後の全ブロック委員会にも提案・承認されました。
一部 H17.8.10 付け、回覧で既報のものです。
＊

サンプル剪定は、出来るだけ早く実施します（市との了解済み）
（部会長

杉山博志）
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☆

やったぜコモア！

祝ソフトボール初優勝！！

7 月 10 日開催の巌地区球技大会に於いて、コモアソフトボールチーム（1 チーム、18 名）が初優勝の栄
冠を勝ち取りました。前日の雨で試合が出来るかどうか心配されましたが、当日は天候そして運にも（もち
ろん実力にも）恵まれ、見事優勝トロフィーと副賞の

トイレ掃除

を獲得しました。

当日の朝初めて顔合わせという寄せ集めの即席チームでしたが、監督の名采配と若者３人組の大活躍と、そ
してコモアの誇る中年オジサン軍団の底力が見事に調和し、昨年の準優勝チーム（奥平地区）などの強豪を
なぎ倒し、よもやの決勝戦（相手は２年連続昨年も優勝の松留地区チーム）進出。 トイレ掃除は避けよう
ぜ

と言う言葉とは裏腹に、 行けるぞ／勝つぞ

の自信と闘志を秘めて臨んだ決勝戦。これがまたドラマ

チックな展開で最後までドキドキハラハラのすばらしい試合。最終回裏の守り、３点リードで２アウトまで
追い込んだのですが、ここで相手の長打一発により同点となり得点は引き分け。ルールにより９人のジャン
ケンによる最終勝負に。ここでも４勝４敗の同点で最後の一人まで決着はもつれ込み。結局最後のジャンケ
ン勝負をコモアが制し、劇的な初優勝を決めました。
＊ 一方のソフトバレーボールチーム（コモアから 3 チーム、21 名）は、どの試合も善戦したのですが、A
チームと C チームは惜敗、B チームは 3 位決定戦に惜しくも敗れ４位という結果でした。
＊ 総じて和やかな雰囲気の中、皆さん気持ちの良い汗を十分に流され、日頃のストレス解消の一助になった
かな（勝手に推測していますが）と思います。9 月 11 日には、自治会主催の コモア球技大会 を、予定
しています。皆さんのご参加をお待ちしております。
（体育部長

北村

斉）

夏休みラジオ体操
7 月 25 日〜29 日ラジオ体操を行いました。初日は 150 名を越す大勢が参
加。2 日目はあいにくの雨天で中止をしましたが、それ以外は毎日 100 名
を越す参加者で元気一杯でした。また 22 日〜25 日まで行います。皆様の
参加をお待ちしています
(青少年部長

高津史郎)

第 6 回コモア盆踊り大会が開催されました
7 月 30 日(土)、31 日(日)の二日間に渡り、コモア盆踊がブリッジ上部ステーション広場で開催されました。
平成 12 年から始めて、年々参加者も増加傾向にあり、今回は特に子供達が積極的に踊りの輪の中に入って
くれたこともあり、多数の老若男女が盆踊りを楽しむことが出来ました。
尚、盆踊り開催に当たっては、会場の設営・後片付け等の作業には猛暑の中、多数の住民の皆さんにご協力
頂き心からお礼申し上げます。
コモア盆踊り実行委員会
コモア盆踊りの会
（代表

伊藤伸策）
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コモアニュース掲示板
第 9 回コモア秋祭り開催のお知らせ

コモア文庫９月の予定

恒例のコモア秋祭りを開催いたします。多数の方々

日時：７日（水）、２１日（水）

のご参加をお願い申し上げます。

＊文庫：１４：００

１．日時：平成１７年

＊移動図書館：１４：３０ 〜

９月３日（土曜日）
行）

〜

１６：００
１６：００

午後２時〜（雨天決 場所：3 丁目（センター）集会所
＜コモア文庫夏休み企画＞

２．場所：コモアブリッジ上部ステーション前広場

ハッピー・ファミリーコンサート

３．開催内容：
・子ども神輿（運動靴でご参加下さい。サン

ウクレレわらべうた／にしむらなおと
日時：８月２４日（水）2 時〜3 時

ダル類では参加できません）
・子どもイベント（かき氷・スーパーボール・

会場：ウェスト集会所
対象：どなたでも

輪投げなど）

入場無料

・大人神輿
コモア秋祭り実行委員会・コモア神輿会

コモアふれあい広場へのお誘い
日時：9 月 5 日（第一月曜日）
場所：センター集会所

午前 10 時〜午後 3 時

会費：100 円（昼食の方のみ）

＜9 月の内容＞
☆ふれあい広場の敬老会☆

ボランティアの横瀬さんによる伴奏で歌を歌います。
問い合わせ

井上

６６−２０６８

自治会からのお知らせ
環境防犯部
［8 月の予定］
・８月２７日（土）8：00-9：00

公園・緑道の草刈清掃

住民の皆様多数の参加をお願いします。参加者にジュース配布を予定していす。
・ ８月３１日（水）池の水（時計の公園）の循環終了。
お願い「ゴミの出し方について」
回収されずに、そのままとなっているゴミがあり迷惑しています。
・ ビン、缶、資源ゴミは市で配布したカレンダーに従い、該当する日に出してください。それ以外の日に
出しても回収してもらえません。
・ 使用済スプレー缶、ガスボンベ等は孔を開けてから出してください。
・ 垣根の剪定クズ（葉や雑草も含む）等は 30cm 程度の長さに切断した上で、紐で縛るか透明のビニール
袋に入れて家庭ゴミ（生ゴミ、紙クズ等）の日に出してください。
燃えないゴミや大き目のゴミは原則的に回収してもらえませんので、粗大ゴミとしてクリーンセンターへ持
ち込むか、または市役所へ電話してください。
（例）木箱、小机等（燃えるゴミでも大きめのもの）、針金や金属性ハンガー、植木鉢や瀬戸物
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自治会からのお知らせ
文化部
第 14 回コモアしおつミュージックフェア概要紹介
本年度のミュージックフェア概要が決定いたしましたのでご報告いたします。
日時

１０月１６日（日）１０時

場所

四方津小学校

〜

１７時（雨天決行）

体育館

＜ミュージックフェア出演者演奏時間予定表
開始時刻

時間

＞

演奏者

10:00

10 分

うえのはら少年少女合唱団

10:10

20 分

巌中学校吹奏楽部

10:30

20 分

上野原中学校吹奏楽部

10:50

20 分

上野原高校吹奏楽部

11:10

20 分

日大明誠高校吹奏楽部

11:30

20 分

上野原市民吹奏楽部

12:00

30 分

甲斐◇風林華山（よさこい・ソーラン）

12:30

60 分

昼休み

13:30

15 分

カミワダ・クローバーズ（鼓笛隊）

13:45

30 分

ミュージック・タンタン（ピアノ、エレクトーン）

14:15

60 分

津軽三味線、二胡

15:15

60 分

フジノモンテ（フォルクオーレ・中南米音楽）

16:15

45 分

ザ・ベンチーズ（ベンチャーズ・エレキギター）

＜ボランティアスタッフ募集中！＞
「コモアしおつミュージックフェア」ボランティアスタッフの募集を行っています。我こそはと思われる方、
最寄りの文化部役員までお申し出ください。
連絡先：サウス（2-16-6 TEL66-3975 笠原）
センター（3-12-5 TEL66-2922
締め切り：

＜同時開催＞

ノース（1-17-12

幡野）ウェスト（4-22-9

TEL66-4016
TEL66-3973

9 月１７日（土）

文化芸術祭

子供イベント（模擬店も出店します）

＜文化芸術祭出品作品募集中！＞
文化芸術祭の出展作品の募集を行っております。奮ってご応募ください。
連絡先：高田（1-30-8 TEL66-4322）、
締め切り：

９月１７日（土）

笠原（2-16-6

TEL66-3975）

田中）
羽多野）

P. 8

自治会からのお知らせ
IT 部
「コモアの風」のメールマガジンの紹介
発足 3 ヶ月の IT 部では、紙（本誌、掲示板、回覧板）と IT との連携を考慮しながら、IT の特徴を生かし
た活動を心がけております。「コモアの風」のホームページでは、コモアの活動をビジュアルでタイムリー
に掲載することに努めています。掲載の際にメールマガジンを発行し、登録していただいている方のメール
アドレスに直接メールをお届けしています。是非、お試しください。
◇ ６、7 月の実績：10 回発行
発行概要：ホームページのリニューアル、フリーマーケットページの開設、各専門部からの情報（ミュ
ージックフェア、ラジオ体操、球技大会、集会所予約システム、などに関する）盆踊りのお知らせ、そ
の他
メールマガジンの登録・解除は簡単です。TOP ページの「メールマガジン」をクリック後、パスワード
（coMMore996）、名前、街区番号、メールアドレスを入力し送信するだけ！
http://www.commore.jp/
パスワード

青年部
「ラジオ体操」後期日程
8 月 22 日（月）〜8 月 25 日（木）＊雨天中止

coMMore996

体育部
☆

コモア球技大会

参加者募集中！

みんなでいい汗流

そう！！
＊平成１７年９月１１日（日）、９時集合、９時３０分試合

午前 6 時 30 分〜6 時 45 分

開始。

四方津小学校体育館前広場

＊四方津小学校グラウンド、体育館にて。
＊種目はソフトボール、ソフトバレーボール、ドッヂボー

＊最終日（8 月 25 日）に雨天で中止になって
も参加賞・皆勤賞は差し上げますので集合し
てください。

ル。
＊弁当・昼食時の飲み物は体育部で準備。
＊回覧中の参加申し込み票に記入の上、８／１７日までに
各ブロック委員までご提出下さい。
＊子供から大人まで気軽に楽しく参加していただける大会
を目指していますので、ご家族・ご近所お誘い合わせの上、
ふるってご応募下さい。
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
みんなの手で明るく住みよい街づくりを

コモアニュース掲載原稿の受付
お知らせの原稿は、書面にて受け付けさせて頂きます。最
寄りの部員宅ポストへお願いします。
内尾 2-19-4
関 3-40-5
荻野 4-3-2
編集・発行：コモアしおつ自治会広報部
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

4-10-1

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

