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ミュージック・フェア、文化芸術祭 開催
盛況裡に終わる
★

第 14 回ミュージック・フェアが、開催されました。今年は、中・高生の吹奏楽に加えて、ジョイそーら
ん、津軽三味線、ロック・バンド等々多彩なプログラムで、充分堪能しました。同時開催の文化芸術祭も、
多数の素晴らしい作品の数々が展示され、訪れた人たちも、その水準の高さに感動していました。ステー
ジの看板や、文化芸術祭のパネル等は全てスタッフの手作りでした。文化部を中心に、スタッフ全員チー
ム・ワーク良く運営された、ミュージック・フェア、文化芸術祭、野外では子供イベント。楽しい秋の一
日でした。

（ミュージックフェア、文化芸術祭

詳細は、特集参照）

紅葉のコモア
そして枯葉対策
★ 秋も深まり、コモアの一年で一番美しい季節を迎えました。空は澄み、木々も色づきコモアに住んでいて
本当に良かったと実感する時です。しかし、私たちが美しさを満喫した後、木々は冬支度に入り、大量の
落葉を降らします。美しい環境を維持するには、私たち一人一人が努力しなければなりません。当然の事
ながら、ご自宅の周辺は清掃されると思いますが、毎年外周道路は枯葉の山です。今年は、環境防犯部に
より枯葉清掃対策を計画立案中です。皆様のご協力をお願いいたします。

考えよう 路上駐車・ペットのマナー
★ 今月の役員会で又恒常的な路上駐車、はみ出し駐車が問題になりました。この事は、自動車保管場所違反
（警察確認済）で罰せられると前回ブロック委員会報告でも触れているとおりです。 更に、防災上から
緊急活動の支障になり危険です。早急に対応願います。
★ スポーツ公園で、大型犬の放し飼いをしている人がいる。放した犬に飛び付かれて、怪我人が出たそうで
す。更にスポーツ公園では、糞の処理も相当放置されているそうです。
毎回の様にこの問題が出てまいります。ごく一部の方とは思いますが、マナーと自覚をお願いしたい。

茶話会開催予定
★

11 月を目途に茶話会を開催したいと思っています。今年度の自治会活動について、広く皆様のご意見を
お聞かせ願いたい。また身近な問題で、気になる事等、意見交換の場としていきたいと思っています。
先般の防災訓練時に、ブロック内に声を掛けて集まる事を訓練のテーマにしましたが、ブロック内にまだ
顔を会わせた事の無い人がいる。日常向かい合わせの、顔と顔を合わせる人しか知らない事が多い事実が
判明しました。将来お互いに顔が見える同士のブロック編成は出来ないか、一度考えてみたいと思ってい
ます。茶話会を通じて、この事も意見頂戴できればと、思っています。
自治会長

川島秀夫
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第 6 回役員会
2 日に、第 6 回役員会を開き、各専門部から具体的な活動報告が発表されました。役員会各部の報告内容は、
以下のとおりです。
総務渉外部

コピー機のメンテについて、リコーと打ち合わせの予定をしている。

広報部

10 月のコモア・ニュースは、ミュージックフェアを記事に入れたいので、発行が少し遅れる。
20 日頃までには出したい。

IT 部

コモアの風アクセス件数

2255 件（一日平均 77 件）メルマガ、HP 記事掲載、井戸端会議な

ど、アクセス件数も増え活用されている。
文化部

ミュージックフェアと文化祭の実行委員会を、本日午後のブロック委員会後に行います。

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

約 90 名参加。巌地区の行事参加には、

体育部員だけでは人員不足、他部との調整必要。
青少年部

四方津地区球技大会参加のため欠席。

環境防犯部 ごみ箱のチェック錆止め、交通安全週間時の幟旗掲揚と撤去、10/22

11/19 草刈清掃参加お願

いしたい、枯葉清掃対策検討します。
厚生福祉部

敬老会 9 月 11 日「桜扇」終了

会計

各部とも、出金に関しては、各担当部長確認を必ず実施してください。

記念写真の配布も終了しました。

その他報告事項
公園のブランコ

ブランコの復旧について、市当局に再度見解を求めに行って来ましたが、腐蝕した支柱

の問題よりも、ブランコ本体を吊っている鎖が問題だそうです。もし指を挟んだりしたら・・・誰が責任
を取るのか。市では危険遊具として撤去。再度検討中とは言っているが先へ進みそうも無い。10 数年来何
の事故も無く子供たちに親しまれてきた物だけに、何ともやり切れない思いです。打開策を考えています。
管理組合からの報告
9／4 日に JR 終電が、30 分ほど遅れた時に、ブリッジのシャッターを通常の時間通り、確認せずに閉め
てしまった。数名の方に大変迷惑をかけてしまった。今後十分注意する。
地権者空地に連絡取るも、応答無く雑草が生え放題になっている地区がある。除草対策を取っているので、
今しばらくお待ち願いたい。
地上波デジタル化

11 年に向けて鋭意検討中である。

以上理事長より報告があった。
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第 6 回ブロック別委員会･ミュージックフェア実行委員会

今月のブロック委員会は、間近に迫ったミュージックフェアの実行委員会を兼ねて行った為、地区別実施は行
わず、1 丁目集会所で合同開催となりました。
ブロック委員会は
会長報告

先ず、会長から報告があり、各部長からの活動報告が行われました。

9 月 30 日

12 時頃から夜 8 時頃までに亘り、3 丁目から 4 丁目の北側外周道路で撮影班が入りま

した。これは山梨県警察本部

総合交通センターの学習ルームで上映するものです。当該施設には、多

種多様な学習コーナーが計画されていますが、その中の道路横断における安全確認を体験的に学習させ
るコーナー（歩行者シュミレーター）で使用するそうです。そのモデルにコモアの町並みが採用されま
した。

県経由市役所から問い合わせがあり、三役で検討結果、問題無しとして回答したものです。

撮影の見学はご遠慮願いたいとの要望があったことも然りですが、皆様にお伝えする時間もありません
でしたので、不審に思われた方もいたようでした。私宛に、問い合わせも入りましたが、個々には上記
趣旨をお伝えして置きました。
その他
各部報告

11 月を目途に茶話会開催

公園のブランコの件

及び

管理組合からの報告を伝えました。

各部からの報告は、左記第 6 回役員会参照

各部からの報告に基づき、質疑応答を行ないました。
ブロック委員会終了後

ミュージックフェア・文化芸術祭実行委員会に切り替え、各担当に分かれて、それ

ぞれ固有の問題点の確認、詰めに入りました。
会場の設営、機材の運搬段取り、駐車場の運営、模擬店、全体の警備体制、会の進行、文化芸術祭のレ
イアウト、ディスプレイ、子供イベント、等々詳細に亘り、検討を重ねました。
プログラムも出来上がりました。主催者側としは、大勢の方に来ていただきたいため 30 日に、市役所
に行き

広報「うえのはら」にミュージックフェアのビラを折込ました。上野原市全域配布の約 1 万部。

以上のように、実行委員会では、ミュージックフェア・文化祭が大成功で終わるよう、万全の手立てを
してきました。
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ミュージックフェア・文化芸術祭 開催
10 月 16 日

第 14 回ミュージックフェア、開催いたしました。前日からの雨で、来場者の足元が悪くなり、

来場者数が大変気になりました。しかし主催者側の熱意が伝わったのでしょうか、全くの杞憂に終わり、後
から後から、人影の耐えることもなく大変な賑わいでした。午前の学生たちの溌剌とした演奏、中間の区切
りに気合の入った「ジョイソーラン」、午後の幅広いジャンルからのプログラムに、多くの方々からお褒め
の言葉を頂戴しました。
また会場の後方では、文化芸術祭。コモアの皆様の作品を展示、用意したスペース一杯に日頃の努力の成果
を披露しました。奈良市長初め訪れた皆様が、その水準の高さに感動していました。
さらに屋外では、子供イベント。幸い雨も上がり竹馬や紙飛行機作り、その飛行距離コンペ等子供たちにも
盛沢山のイベントでした。

ミュージックフェア実行委員会（文化部を中心に全ブロック委員ボランティ

ア各位）の企画力・実行力・チームワークが、ピッタリ一致した素晴らしいミュージック・フェアでした。
会場風景

巌中学校・吹奏楽団

津軽三味線と二胡

文化芸術祭会場風景

ジョイ・ソーラン

ザ・ベンチーズ

ご来場の奈良市長
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コモア球技大会開催
９月１１日四方津小学校で開催。当日は晴天に恵まれ（晴天過ぎてオジサン／オバサン達は多少グロッキー気
味でしたが）
、衆議院選挙とのブツカリも何のその。ソフトボール：２８、ソフトバレーボール：２５、 ドッ
ジボール：４８、飛び込み参加も含んで計１０１名が参加しました。

グラウンドでは、自治会長も参加し、

オール中３の子供チームと親父チームとのソフトボールは、なんと大差で子供チームの勝ち。体育館では、小
学生の子供達のうらやましい限りの元気を見せつけられたドッジボール。ママさんと娘さんの仲良し２世代で
ソフトバレー。など、とても和やかな雰囲気の中で、いい汗をかきました。
参加していただいた皆さん有り難うございました、そして暑い中どうもお疲れさまでした。

巌体育祭（10 月 9 日（日）
）巌中学校庭で行う予定でしたが、雨天のため中止になりました。コモアから
も多数参加予定で、体育部・青少年部で準備を進めてきただけに残念な結果でした。

緑道の剪定状況
3 丁目集会所（センター）から、順次時計の公園の方へ、そして石の公園に向けて作業が、着々と進んでいま
す。大変明るい散歩道に姿を替えている作業状況の写真を掲載します。皆様も、歩いて確かめてください。

3 丁目集会所近辺
時計の公園側から御前山
毎日陽射しが入ります

緑道が明るくなりました
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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１１月の予定

日時：１１月７日（月）１０時〜１５時

文庫

11 月 2 日（水）

14:00 - 16:00

場所：センター集会所

移動図書館

11 月 16 日（水）

14:30 - 16:00

会費：１００円（昼食の方のみ）

おはなしの会

11 月 30 日（水）

11:00 – 11:30

１１月の内容
持ち物

編物（帽子・座布団）

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

かぎ針・編み棒

毛糸のある方はお持ち下さい。こちらでも用意して
あります。

「第１４回全国一斉

自然とふれあうネイチャーゲーム大会」のお知らせ

見たい！聞きたい！ちょっと知りたい！
日時：１０月３０日（日）

9:30〜11:30

コモアの鳥たち。

場所：コモアしおつの公園

他（雨天：集会所）

対象：どなたでも！（小学１年生以上は、子供だけの参加も OK！）
定員：２０名

申し込み順で締め切ります。

申し込み、お問い合せ

権藤まで

参加費ひとり１００円

TEL/FAX：66-3891

E メール：m_gondo@k4.dion.ne.jp

【お申し込みの方には、後日、詳しいご案内を致します。】
主催：（社）日本ネイチャーゲーム協会

東部富士五湖ネイチャーゲームの会

自治会からのお知らせ
環境防犯部
・ １０月２２日（土）9：00-10：00 公園・緑道の清掃
・ １１月２６日（土）9：00-10：00 公園・緑道の清掃
外周道路の落ち葉拾いも計画していますのでご協力をお願いします。
［環境・防犯部からのお願い］
公園で犬の放し飼いはやめましょう！
スポーツの公園で放し飼いの大型犬に飛び掛られて怪我をされた方がいます。
また、犬嫌いな人にとってはまとわりつかれるだけでも嫌なものです。公共の場でお互いに気まずい
思いをしないために注意をお願いします。
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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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

