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茶話会開催
各地区とも参加者多数
★ 先にご案内のとおり、１１月から順次茶話会が開催されています。自治会への要望事項、ご意見等々、
各地区とも活発な意見交換が行われています。

ブロック再編問題については、多様なご意見を、たく

さん出していただき、早急な結論は出せませんが今後の検討課題としていきたいと思っています。

最

近幼児に対する、痛ましく悲しい事件が頻発している中、コモアは大丈夫なのか。不審者対策は万全な
のか。

防犯カメラの設置を希望する意見も出てきました。更に今回は、管理組合が進めている下水道

問題についての説明を求め、茶話会へ理事の派遣を要請いたしました。下水道問題の理解を深める一助
になればと思っています。各地区とも参加者が増えていて、今年度の自治会活動への関心の高さを実感
すると同時に、役員として身の引き締まる思いで一杯です。数々のご提言、ご意見は、今後の自治会活
動に活かしてまいりたいと思います。

樹木剪定問題・市との交渉
今後の管理方向を確認
★

樹木の剪定に関し完了報告と、市への補助金陳情、方々１１月２８日に市役所へ行ってきました。当日
は、服部市議にも同行願い建設課長に面談いたしました。当初は、市の公道の樹木を勝手にコモアの自
治会でやったのだから市からの補助は出せない、予算化もしてない現状ではとても無理、という返事。
しかしコモアとしては無断で進めたことではなく、事前にサンプル実施から始めて市との確認の上で進
めてきたこと。公園・緑道は、本来市の管理に属するもの。巨木で大きく成長してしまい、住民の待っ
たなしの状態から決断せざるを得なかった事。等々時間をかけて話し合い、最終的には年度末を待って
若干の補助金を出して貰う事に落ち着いた。
今回は、自治会が緊急避難的に剪定で対処したが、このままで行けば数年後又樹木の成長と共に剪定問
題が起きる。自治会としては先の展望もないままの伐採は出来なかったが、今回建設課との話し合いの
「市
中で、
「巨木は伐採し、低木に植え替えたい」との市からの提案が出た。そして今後は公園として、
が管理して行くことになる。早速来年度にも一部地域で、低木化作業を実験的に実施する。」との見解で
した。今回の自治会としての作業は、東西の緑道だけで｢風の公園｣「時計の公園」
「石の公園」及び南北
の緑道は全て今後の課題として残りました。これも今後

公園管理の一環として、市との折衝で同様な

方向を確認したいと思っています。
早いもので、今年もあと二週間を残すのみ、日に日に慌しさを増していきます。本格的な寒波も近づい
ているようです。悪い風邪、インフルエンザなどひかないよう健康管理に十分ご留意ください。
良いお年をお迎えください。
自治会長

川島秀夫
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第 8 回役員会
12 月 4 日第 8 回役員会を開催、各専門部から具体的な活動内容が報告されました。役員会議事内容は、以
下のとおりです。
自治会長から

樹木剪定に関し市との交渉経緯について説明があった。（１ページ参照）

続いて各地区会長より 既に実施した各地区茶話会の報告があった。
総務渉外部
広報部
IT 部

１１月末現在会員数 1102、１丁目・３丁目コピー機交換完了、ブロック再編検討資料ブロック
別世帯数表提示、登録団体申請

コモアジャズ同好会、羽佐間の会。

広報発行 12/17 予定。原稿締切

12/９

コモアの風アクセス件数

編集会議

12/10。

2004 件、一日平均 67 大きなイベント終了のためか、今月のアク

セスは低調だった。管理組合の HP メンテが進んできた。
文化部

ブリッジ上部ステーションの、クリスマスツリー飾り付け予定。

体育部

今月は活動なし。近々中に体力測定(市)

青少年部

12/3(土)に

クリスマス・リース作りを行った。小・中学生３

０名程集まり大好評だった。１２月に巌育成会会議予定。
環境防犯部

１１/２９日緑道清掃に引き続き

四方津小からトンネルまで

の落ち葉清掃実施。
厚生福祉部

特になし

会計

各地区茶話会実施後の清算、レシートを付けて請求願います。

監事

特になし

報告・検討事項
Q.自治会内の各専門部再編成を、実施する考えはあるのか。
A.現在それほど切実に問題視はしていないが、部間で重複するとこが有るとすれば調整(スリム
化)も視野に入れて検討を進めたい。半沢組織部会長を中心に検討をお願いした。

連絡事項
街灯の球切れはどこへ連絡すればよいのか、又何時替えるのか。
(既連絡済)

隔月偶数月に交換している、最寄のブロック委員に連絡ください。

管理組合からの報告
ブリッジ問題について、市から委託を受けた「山梨総研」による（管理組合に対する）質問事項
に関するヒアリングが行われた。ヒアリングの結果を持って｢総研｣からの最終回答は、平成１８
年３月末までに出るそうです。
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第 8 回ブロック別委員会
今月のブロック委員会は、地区によっては茶話会と同時開催のところもあり、地区毎の運営に一任した。
実施した地区は、午前中の役員会の報告を中心に、各地区の問題点を話し合いました。
☆

緑道樹木の剪定作業終了報告、会長による市との交渉経過報告(１ページ参照)。

☆

地区別茶話会実施中。

☆

IT 部から、１１月は HP のアクセス件数が大幅に減ったとの報告。

☆ 茶話会の実施。
☆ 緑道清掃に続いて、四方津小から、トンネルまでの枯葉清掃を実施した。
☆ １２月２９日、３０日
☆

恒例の防災夜回りを実施、参加者募集の回覧を回す

その他各部からの報告は、左記第７回役員会報告のとおり。

今月のブロック委員会では、地区別にそれぞれ茶話会を実施している関係で特に大きな問題はなかった。
その他
相変わらず、ごみ出しのマナーが悪い人がいる。平気で不燃ごみを出している。注意を促したい
雪が降ったときの、雪かき。
放置しておくと、凍結して転倒・スリップ事故等につながる。早めの対応が必要です。
留守状態の家の前は、何時も凍結して歩けない。危険です。(出来るだけ近隣でご協力お願いします。学
校の通学路は、PTA で対応しているそうです。)
コモア入り口の坂道。滑り止め、塩化カリウム、砂等

設置したらどうか。

市と相談して見ます。
最近の小学生の事件、コモアでも・・と思うと大変心配です。不審者には注意したいです。
コモアで対処できる方法はないでしょうか？
別途茶話会でも、同じ意見があり、防犯カメラの設置希望が出ています。これからの検討課題ですが、慎
重に対応しなければならない問題でも有ります。
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自主防災委員会
コモアの厳冬期を迎えました。 暖房器具を使う時期が一番の火災発生多発時期です。空気が乾燥し、危
険物（灯油）の放置や火の不始末等々で思わぬ火災を招きやすい季節です。幸いコモアでは、未だ大きな
火災事故は起きていませんが、油断禁物です。日頃の注意をお忘れなく。

歳末恒例の防災夜回りを実施します。参加者募集中です。奮って参加してください。
(既に

回覧で連絡済

今からでも大歓迎)

１２月２９日(木)・３０日(金)

２０時〜２１時まで

「火の用心」｢防犯｣の呼びかけ及び違法駐車・危険物のチェックなどを行います。

救護訓練の一環として、応急手当訓練実施予定
日本赤十字社の協力により

今話題になっている

AED(心肺蘇生)訓練を行う予定です。この応急手当は、

特別の資格は必要なく、誰でも扱うことが出来るそうです。多くの方々に習熟いただき、応急対応が出来
るようにしたものです。詳細決定次第、再度連絡しますので、多数の訓練参加をお願いします。

１８年１月２９(日)

実施予定

(注) AED [Automated External Defibrilator] 自動対外式電気的除細動器
日本ではこれまで AED を使用できるのは
めであれば

医師や救急救命士に限られていましたが

2004.07 から救命のた

一般市民でも使えるようになりました。音声ガイダンスによって誰でも簡単に使えるようにな

っています。

クリスマス・リース作り（青少年部）
12 月 3 日（土）に、センター集会所にて、小中学生対象にリース作りを開催しま
した。
青少年部役員の伊澤さんに先生になって頂き教えて貰いました。30 人近くの参加
者があり、大盛況でした。
出来栄えは、大人顔負けの素晴らしさです。
杉山副会長にも木の伐採をして材料の調達を助けて頂きました。

井上幸代さん
１０月２５日(火)

山梨県知事表彰

山梨県社会福祉大会が開催され、コモアから井上幸代さんが、山梨県知事表彰を受けられ

ました。今日まで社会福祉の発展に功績のあった方への、感謝の気持ちを込めた表彰でありま
す。
コモアの中で「いきいきサロン」その他、日頃のボランティア活動が高く評価されました。
本当におめでとうございました。これからもお元気で、ご活躍ください。
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茶話会の意見特集（１）
現在までに各地区毎に開催された茶話会でのご意見を、特集してみました。
◆

ブロック再編問題
ブロック編成をいまさら変える必要ない。ブロック委員の流れが変わるのは困る。
向こう三軒両隣、お向かいさんのお付き合いが全て。検討してほしい。
管理組合１年、自治会２年

ブロック委員の有り方を考えるとき。

管理組合、自治会の役員相互の連携は取れているのか。
個人的な要因(病気・老齢化)への、配慮は出来ないのか。(ブロック委員の任命時)
地域的な要因(不在宅・空家)にも配慮願えないか。
◆

防犯カメラ

(特にテーマは設けていなかったが、機せずして各地区から話題になった)

最近物騒な人が公園に出没しているような気がする。公園に設置できないか。
塾帰りの子供は、暗い夜道を歩くことがある。防犯カメラを設置してほしい。
最近の子供に対する事故、大変不安です。
トンネル近辺と大野方面に下るところはどうか。
防犯カメラは、事故防止・犯罪抑制と、プライバシーの問題、慎重な対応が必要。
◆

自治会に対する意見

その他

ミュージック・フェア
実施可否については、三年程前に結論が出ていること。今までと違う楽しい雰囲気を出そうとの工夫も見
られた。
文化的活動として継続を期待したい。
樹木の剪定は、対応が素晴らしかった。
防災訓練の動員力がすごかった。
落ち葉の問題、全てコモアのボランティア頼み、何とかならないか。
なんでも行政頼みでは解決しない。我々で何が出来るか、街づくりのた
めに。
コモアの将来をどう考えるのか。ビジョン・イメージを作るべきだ。
自治会広報 自治会のことが良く判るようになった。
コモアブリッジ移管問題
下水道接続問題

自治会として住民の署名を取るなど積極的な活動をしてもらいたい。

数年前から問題になっていたのになぜ急に今・・・もっと早期に解決を図るべきではな

かったか。使用料金と、管理費軽減問題が何も説明ないままで、良く判らない。
今度は本気のようだ。
以上現在まで実施した茶話会の意見を抜粋集約してみました。今回は、役員改正の議題がないため、大変
幅広く活発な意見交換が出来ました。
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コモアニュース掲示板
第 4 回資源ゴミ回収のお知らせ

コモア文庫１月の予定
1 月 18 日（水）

1 月 25 日（水）

文庫

14:00〜16:00

趣旨

資源ごみの回収を行い、収益金をもって四方津

移動図書館

14:30〜16:00

小学校図書などの充実に協力する。

おはなしの会

11:00〜11:30

日時

平成 18 年 1 月 15 日(日) ９〜10 時

小雨決行

＊中止の場合は、校門入り口と小学校歩道橋下の

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

分岐点の 2 箇所に「中止」の表示をします。
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

コモアふれあい広場へのお誘い

お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）

日時：１月５日（木）午前 10 時〜午後 3 時
場所：センター集会所

＊缶、ビンは回収物の中に入れないでください。

会費：100 円

＊ペットボトルはふたとラベルを取り、中をよくす
すいで出して下さい。

内容：新年会、七草がゆ、餅つき、ゲーム

＊新聞紙と雑誌はそれぞれ分別してください。

連絡先

井上

６６−２０６８

四方津小学校 PTA 資源ゴミ回収部

内田

６６−４５５１

自治会からのお知らせ

☆ 平成１８年カレンダー(上野原市)が

配布されました。巻末に、常に問題となっている、ゴミの取

扱い(分別方)が載っています。もう一度ご確認ください。
★年末年始のブリッジ、エレベーター・エスカレーター運行について
エスカレーター

１〜４号

１２月３０日〜１月３日まで運行停止

エレベーター

１２月３１日は翌１日

５・６号は通常どおり運行

午前２時まで延長運行します。(管理組合からのお知らせ)
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。
掲示物は自治会所定の掲示板に！
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

