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訓練参加者は３５１人
コモア防災訓練実施
★

8 月 28 日

災害発生を想定して防災訓練を行いました。今年の訓練は、防災委員会の独自プログラムで

実施いたしました。ブロック内各戸に声を掛けて安否確認を行いながら、ブロック委員を軸に多数の方々
に避難訓練参加をしていだきました。参加者総数は、351 人

コモア防災意識の高まりだと思います。昨

年の災害多発、最近では東北地方の大地震、この原稿を書いている時点でも、アメリカのハリケーンによ
る未曾有の大災害被害が発生しています。災害は現在の科学でも完全な予知は不可能である事を実証して
います。災害時に最小の被害で喰い止める日頃の訓練と、備えは欠かせないと痛感しました。

緑道樹木 本格作業開始へ
サンプル剪定実施
★

既にお知らせのとおり、樹木剪定方針決定に基づきサンプル剪定を実行いたしました。皆様には実物をご

覧頂き、実体確認を充分して頂いたと思います。9 月の役員会・ブロック委員会及び HP 等で、大変好意的な
ご意見を多数寄せていただきました。ありがとうございました。（HP では剪定の様子を、写真で紹介してい
ます。是非ご覧下さい）これから冬期に入るまでの間に、出来得る限りの作業を進める予定です。
★

猛暑の 8 月、厳しい残暑も峠を越え、朝晩は涼風が吹き始め虫の音も一際高くなりました。

7 月末の盆踊りに続き、今月 3 日の秋祭り実行委員会による秋祭り。主催者によると何れも昨年を大幅に上回
る参加者

賑わいだったとか・・・・準備に準備を重ね、コモアの子供達を楽しませる仕掛け作りが、コモア

の年中行事として定着している様子を拝見しました。これからもコモアの風物詩として大事に育てていただき
たいと願っています。
自治会の大イベント、ミュージック・フェアと文化祭が 10 月 16 日に開催されます。実行委員を中心に着々
と準備が進んでいます。詳細はパンフレットを作成中ですので間もなくお手元に届くと思います。どうかご期
待ください。
本紙がお手元に届く頃は既に終了していますが、11 日に敬老会が開催されます。当日は奈良市長もお祝いに
参加されます。対象者は（75 歳以上）115 人、参加者は 43 人、内

金婚式を迎えた方は、6 夫妻（12 人）で

す。おめでとうございます。これからも益々お元気でご活躍してください。
同 11 日コモア球技大会も開催されます。当日は、急な衆議院選挙日で体育館が使用できなくなりました。先
行して計画していた球技大会、選挙管理委員会と相談して、選挙会場変更をお願いした結果、無事球技大会会
場を確保する事ができました。屋外・屋内を使用した球技大会、当初の計画どおり進める事が可能になりまし
た。
自治会長

川島秀夫
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第 5 回役員会
第 5 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
員会各部の報告内容は、以下のとおりです。
総務渉外部

登録団体

里山探検隊

Ｈ17-01、ごんぎつね

Ｈ17-02、2 件申請承認されました。

８月末会員数 1100 人、コピー使用のカウンターと枚数が相違している（要調査）
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

9 月は 16 日発行予定です。

コモアの風アクセス件数 2169 件（一日平均 71 件）メールマガジン発行 6 回、自治会関連記
事をタイムリーに掲載、記事内容と広報部との連携、HP への書込み意見も活発に利用され始め
た。

文化部

ミュージック・フェアと文化祭の実行委員会を、１８日午後１時３０分１丁目集会所で行う。全
ブロック委員の参加をお願いします。

体育部

9 月 11 日コモア球技大会実施、１０月９日巌地区体育祭の準備に入ります。

青少年部

キャンプ８月２０・２１日実施、巌地区全体で１２人参加。ラジオ体操無事終了しました。１０
月に巌育成会があります。（巌地区の球技大会・体育祭・育成会キャンプ等々、調整の要はない
か？意見あり）

環境防犯部

８月２７日（土）草刈清掃実施。多数の協力ありがとうございました。８月末で池の水（時計の
公園）循環終了しました。樹木のサンプル剪定に伴い、巻きつけてあったテープ等を取り外しま
した。

厚生福祉部 敬老会 9 月 11 日「桜扇」で実施。４3 人の参加です。参加者は年々増加しています。来年度の
会場が心配です。
自主防災委員会
会計

別項を参照ください。

各部とも、前払い金等必要なときは早めに申請してください。

検討事項
環境防犯部からの報告

石の公園のゴミ箱に犬の糞が毎回捨てられていて、腐敗して異臭を放っていると

の苦情が有り、掲示をして注意を呼びかけたが全く改善なし。止む無く蓋をすることで防止するしか方法
がなくなった。公園のごみ箱順次蓋をしていきます。
HP にも掲載することにしたが、他所（コモア以外）の方に見られたらコモアの恥ですね（マナーの低さ）。
本来公園に備え付けのごみ箱が有るのは当然ではないのか。撤去は逆行だ。
と言う意見も有りましたので付記しておきます。
公園のブランコ

支柱が腐食し始めていて危険という理由で、一時撤去したブランコ。 何時復旧してく

れるのか市の方に問い合わせたところ、返事は

支柱よりも、鎖が大きく尚且つ回転をして、指でも挟ん

だら大事故になるので市としては検討中である。との回答でした。
（今日まで１０数年来何等の事故も無く、支柱の問題で報告した結果が、撤去に結びついてしまった。復
旧に向けて、今後も交渉を続けていきます。
）
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第 5 回ブロック別委員会
今月のブロック委員会は、８月２８日に行った防災訓練の検討と、樹木のサンプル剪定の結果について重
点的に、意見交換をお願いしました。
地区別ブロック委員会での主な意見と、ブロック委員会終了後三役会議における検討結果は以下の通りです。
防災訓練について、従来に無い参加者数で関心の高まりを感じた。
実際の災害発生時は、本当にこんな事で大丈夫なのか。
水は、食べ物は、どのように確保するのか？
交通、通信はどうする。
東京へ出ている家族とは連絡が取れるのか。

防災訓練関係は４頁を参照。
樹木の問題は、各地区とも全く問題無かった。何時から実施するのか？
樹木の剪定は、これから順次剪定を開始いたします。
集会所の鍵のコピー（合鍵）を所持している者が居るようだ。
集会所の鍵問題は、以前から不愉快な噂が、飛び交っていました。もし思い当たる方が居ました
ら即刻廃棄してください。今後とも自治会ルールに従った取り扱いを進めます。ご協力お願いし
ます。
道路の法面からの雑草は、何とかならないか。
道路の法面の草刈は、住民の対応領域外です。市が管理する部分で即答はできませんが、相談を
してみたいと思います。
街路樹に、虫が大量発生早急に退治して欲しい。
これは毎年発生する、アメリカシロヒトリの事だと思います。市でも承知で、消毒体制は採って
いました。只

突然実行すると、窓から薬が入る、洗濯物が汚れる、等の該当道路沿線の方に迷

惑が掛かるため事前に徹底の時間が必要のため、どうしても対応が遅れてしまう事になってしま
います。そのタイミングが皆様にご迷惑かけるずれになってしまっています。と説明がありまし
た。
ブランコなぜ撤去したままなのか、鎖が危険なら太いロープ等工夫して欲しい。
ブランコについては、コモアの皆様一様になぜ？の不信感を持っていると思います。支柱の危険
性を指摘して、改善依頼したのに本体を撤去してしまいました。これからも根気良く復旧に向け
て市担当課と折衝していきます。
恒常的な、路上駐車

はみ出し駐車

危険です。何とかして欲しい。

これは、ペット問題と同じマナーの問題です。更に道路交通法上からも自動車保管場所違反で
数 10 万円の罰金が科せられる（警察から確認）事になっています。マナーと自覚をお願いしま
す。
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自主防災委員会
8 月 28 日

コモア防災訓練を実施いたしました。今回は、
「災害発生と同時に、ブロック内に声を掛け安否

確認を行いつつ、避難場所に避難する。」と言う設定で訓練を行いました。
各ブロック委員を中心に皆様の積極的な参画により、従来に無い参加者で、訓練を行う事ができました。開会
に際し参加人員数（351 人

右表参照）を発表した時に、自然発生的に拍手が

世帯数

参加数

起こりました。昨今の災害多発に関する関心度の表れだと思います。会場は、

1 丁目

324

99

避難所であり体育館のため床に座り、川島令三氏（コモア在住 鉄道評論家）の

2 丁目

265

89

講演を、長時間熱心に聴講していただきました。

3 丁目

248

100

参加者が

4 丁目

185

63

合計

1022

351

従来の想定を遙かに超えてしまい、炊き出し訓練の「おにぎり」が、

大幅に不足すると言う嬉しいハプニングでした。
自主防災隊の皆様の大活躍で、訓練を終了しました。

自主防災隊調査数

コモアの防災問題
訓練として多数の参加をしていただきましたが、ブロック委員会の意
見で、
「突然大災害が起きたときには、本当に大丈夫なのでしょうか」
との問いかけを受けたときに返事に困ってしまいました。
インフラが遮断された時（飲料水、食物、電気、ガス、電話、道路等）
これらは全てコモアに直接的に、影響する事ばかりです。
具体的にどんな備えが出来るか、真剣に考えねばならないことです。
ブロック委員の問いかけに、考え込んでしまいました。
現在

自治会の防災倉庫に若干の備えは在りますが、全く十分とはいえ

ないものばかりです。消防関係の機器も極僅かです。コモアが属してい
る巌地区の消防団は、消防自動車まで所有しています。消防署用地まで
あるコモアが、もっと本気で危機感を持つ必要があるのではないかと、
痛感します。
コモアの防災問題・これらの事を、今回の避難訓練を起点にして、本気
で考えていく良い機会にしたいと思います。
皆様のご意見は如何でしょうか

・・・・・・

炊出部隊

川島（記）

高柳 自主防災隊長

放水訓練
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環境・防犯部会（緑道樹木問題）
前回お知らせしたように、8 月 17 日緑道の樹木を、サンプル剪定いたしました。
メタセコイアも思いっきりカットを行い、夫々の樹木に合わせた剪定を試みていま
す。住民の皆様には、サンプルをご覧になり、ご意見を頂く時間を持ちました。
HP に、ご理解不足に伴うと思われる、意見が 1 件有りましたが、それ以外では、
電話、或いは直接口頭で、全て好意的な支援を頂きました。サンプル剪定後約 1
ヶ月経過しました。皆様のご意見を聞く時間もタップリ取りました。
近々中に、この方向で本格作業に着手いたします。作業中の間、近隣・通行の皆様
には、ご迷惑をお掛けすると思いますが、趣旨ご理解願いご協力をお願いいたしま
す。

コモア秋祭り
秋祭り実行委員会による、コモアの秋祭りが 9 月 4 日に行われました。
当日は、天候にも恵まれ、大勢のこども達で賑わいました。お祭りを楽
しみにしているこども達の楽しそうな顔、顔、顔・・・実行委員会スタ
ッフの皆様も、大汗掻いて大張りきり、身体全体で祭りを楽しんでいま
した。

敬老会開催
11 日「桜扇」で敬老会が開催されました。年に一度、お元気な顔を
合せ、初秋のひと時を楽しんでいただきました。43 人の皆様が集まり、
うち金婚式を迎えられた 6 組のご夫婦が奈良市長より、褒賞を受け記念
品を受けられました。これからも益々お元気で、お過ごしください。

駐在所に絵画贈呈
8 月 24 日

コモア在住の画家

高田一信氏より、
「皆様に親しまれる駐在所」

に飾ってください。と絵画の贈呈申し出でがありました。上野原警察署・須藤
巡査部長も、大変感激され、早速

駐在所に飾り「皆様に親しまれる駐在所」

作りの一助にします。と感激していました。右は、その贈呈式の写真です。
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コモアニュース掲示板
コモアふれあい広場のお誘い

コモア文庫１０月の予定

日時：10 月 3 日（月）10:00 〜 15:00

文庫

14:00 〜 16:00

5 日（水）

場所：センター集会所

移動図書館

14:30 〜 16:00

19 日（水）

会費：100 円（昼食の方のみ）

おはなしの会

11:00 〜 11:30

26 日（水）

＜10 月の内容＞
毛糸の座布団、帽子作り

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所
毛糸の無い方は用意し

てあります。かぎはり７〜8 号はお持ちください。
お問合せ

井上 66-2068

自治会からのお知らせ
環境防犯部
9・10 月の予定
秋の交通安全旬間が 9 月 20 日から始まります。これに合わせて恒例の幟旗をコモア外周道路に設置し
ます。安全運転にご協力お願いします。
９月２４日（土）：ゴミ集会所のゴミ箱の状況チェック。破損等があれば修理します。（雨天順延）
１０月２２日（土）９：００〜１０：００ 公園・緑道の清掃

環境防犯部からのお願い
公園の「ゴミの持ち帰り」協力を重ねて呼びかけて参りましたが、改善の兆しがなく犬の糞が大量に捨てら
れている等、大変困った状況です。
今後、順次公園のゴミ箱に蓋をして行きますのでご了解ください。

体育部
☆

第２５回巌体育祭り

参加者募集中！

賞品多数・抽選会もあるよ！！

＊１０月９日（日）、午前８時より、巌中学校

校庭にて。

＊約２０種類の競技あり。幼児からご老人まで参加できます。
＊弁当・昼食時の飲み物は体育部で用意。
＊配布の参加申し込み表に記入の上、９月２２日までに各ブロック委員までご提出ください。
＊巌地区７ブロック対抗の得点競技もあり、毎年恒例の巌地区の秋の一大行事（大運動会）です。ご
家族・友人・ご近所お誘い合わせの上秋の一日をお楽しみください。ご応募お待ちしております。
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
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