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18 年度総会準備着々
早いもので 17・18 年度ブロック委員の任期 1 年が終わりに近づきました。この 1 年間の自治会活動を振りか
えり迎える総会で報告の準備を、着々と行っています。各部の経過報告は、総会議案書に集約してあります。
また任期 2 年目の計画も 17 年度の経過を踏まえ、意欲的に取り組む覚悟でいます。本号がお手元に届くころ
は、すでに議案書を一読されていることと思います。4 月 23 日の総会には是非ご出席いただき、自治会の 17
年度活動経過報告及び 18 年度活動計画を、ご確認いただきたいと思います。

消防署予定地の使用契約
（四丁目の畑地として使用部分）
★ 先般

市消防署から、コモア消防署用地使用契約更新の手続きをするよう連絡がありました。自治会が契

約当事者になっていて、毎年使用契約の更新を行ってきたそうです。使用状況について自治会として不明
なので実態確認のうえ更新する旨返事をして、調印は保留にしました。使用している代表者は、このこと
を承知していたが、今後は、現在使用している人から、毎年自治会あて使用者全員の許可申請を提出して
もらうことにしました。自治会は、使用している方々からの申請を受けて、市への使用許可申請を行い使
用契約書に調印することにいたしました。（更新の条件として環境の整備、美観配慮も付記されている。
毎年更新の趣旨は、市が同用地を必要としたときは直ちに更地に戻して返還することになっている。）

南北緑道の樹木剪定
★ 先のコモアニュース 8 号で、東西の長い緑道の剪定を終了し、市との交渉で年度末を待って若干の補助
金を出してもらえる旨報告をしました。年度末になり市当局に確認に行ったところ、諸般の事情で年度内
の補助金は無理になったとのこと。コモアとしては住民の皆さまが、既に承知していること。しかも次年
度に南北の剪定計画も総会議案として提案しなければならない。とても承服できる話ではなかった。多角
的な折衝を行った結果、今年度の補助金は出せないが次年度の南北の剪定については、市が全額負担して
実施することで決着をみました。今年度については不本意ではありましたが、結果的には、次年度に本格
的な市の関与を引き出したことでご了承願います。

防犯カメラのその後
★ その後の状況を積水ハウス田中課長から、報告いただいた。「先日東京から電気関係の専門家に来てもら
い具体的な調査の上、社内稟議をしている。近日中に回答できると思う。のちのち自治会のランニングコ
スト面で負担が最小になるような方向で検討している。インフラ面については俊道ガスも応分の負担を約
束してくれている」 かなり実現に近づいた感触を得た。 新年度自治会としての運用方法について、早
急に検討を開始いたします。
自治会長

川島秀夫
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第 11 回役員会
4 月 2 日第 12 回役員会を開催、会長及び各専門部の活動報告がありました。今回は総会準備が大半でした
が、役員会議事内容は以下のとおりです。
自治会長

1 ページ

各地区会長

3 丁目

自治会 NOW
ゴミ集積場所に

参照
カラスが来て生ゴミを食い散らかしている。対策をお願いしたい。

またタバコの吸殻のポイ捨て、対策を考える必要あり、との要望があった。
（環境防犯部で、対策を検討する。）
専門部活動報告
総務渉外部

総会資料にもとづき、総会準備及び当日の運営について確認した。各部門の担当一覧を添付する
ので各自の配置役割を確認してください。当日は、全ブロック委員の役割が決まっていますので
欠席の無いよう徹底してください。出欠確認は、8 日までに各地区総務にお願いします。

広報部
IT 部

広報の原稿は 6 日締め切り
定期総会のお知らせを掲載

編集会議は 8 日

発行 14 日予定。

アクセス数 1775 件。

環境防犯部 安全協会関係、「交通安全旬間」の

のぼり

を立てました。3 丁目のゴミ・カラスの件検討し

ます。
自主防災委員会

防災倉庫の点検を行った。防災に関係ないものが山積、単なる倉庫になってしまっている。

コモアの防災問題抜本的な対応が必要なときにきている。防災意識の共有化を、これから検討し
ていきたい。

その他報告・検討事項
● 管理組合報告
地上デジタル放送
最近の動きとコモアの対応について、現在管理組合が取り組んでいること及び展望についての説明
があった。
下水道接続問題
過日の市による説明会の補足説明があった。管理組合総会の決議によって、上野原市はコモアの下
水道実施についての告示を行うとのこと。

第 12 回ブロック別委員会
4 月 2 日地区別ブロック委員会は、総会直前につきブロック委員役割分担の確認を行いました。総会議案
書の配布、出席表・委任状・質問表の回収、総会当日の役割等詳細に連絡を行いスムーズな運営が出来るよ
う話し合いました。
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コモアに事件！！
4月4日

電球破損

深夜 12 時ごろ、緑道・時計の公園・石の公園の 3 カ所で、街灯のグローブ及び電球がメチャメ

チャに砕かれていました。翌日早朝に通行された方が発見通報されました。
公共の道路上の器物損壊ですので、警察官にも立ち会ってもらい、被害届を提出しました。
時間の推定は、近所の人が午後 12 時前後に入浴していてガラスの割れる音を耳にしたそうです。
たぶん終電車での帰りの者か・・・警察官も話していましたが・・・コモアにいやなことが起こってしまい
ました。なにぶんにも深夜のこととて目撃者も多分ないと思われますが、もし心当たりのある方は、駐在所に
ご一報ください。
(グローブ単価

緑道

グローブ破損

7,600 円、

石の公園グローブ・電球

時計の公園グローブ・電球

コモアしおつ警察官駐在所に
前任の初代駐在所警察官

5,400 円)

電球(水銀灯)単価

吉田警部補着任

須藤巡査部長の後任として、甲府から

吉田

俊明警部補が赴任してまいりました。奥さまとお子さまの 3 人家族だそうです。
「前任者同様よろしくお願いいたします」と申しておりました。
コ モア へよう こそ 、これ から もコモ アの 治安を よろ しくお 願い いたし ま
す。

コモアニュース掲示板
コモア文庫 5 月の予定
5 月 17 日（水） 文庫
移動図書館
5 月 24 日（水） おはなしの会

狂犬病予防接種のお知らせ

14:00〜16:00

4 月 18 日(火) 15:00〜16:00

石の公園前

14:30〜16:00

4 月 20 日(火) 15:30〜16:20

風邪の公園前

11:00〜11:30

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

詳しくは「広報うえのはら」参照

連休と重なりますので、移動図書館は１回となります。 お 問 い 合 わ せ

市生活環境課生活環境担当
（Tel.62-3114）
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ネイチャーゲーム in コモア
「春のかおり・春の味を楽しもう」
ネイチャーゲームは楽しみながら自然とふれあう体験活動です。単にゲームの楽しさだけで終わることなく、自然のおもしろ
さなどを発見し自然や環境への理解が深まります。

日時：
場所：
対象：
対象：

4 月 23 日(土) 午前 9:30〜12:30
コモアしおつ内公園、雨天の場合は集会所などで行います
どなたでも！小学 2 年生以上はこどもだけの参加も OK
20 名（先着順でしめきり）
参加費： ひとり 200 円（保険代含む）

お申し込みは、電話、ファックスまたは E メールで、お名前、学年、電話、住所をお知らせください。

申し込み・お問い合わせ：
権藤（ごんどう）みどり tel/fax 66‑3891 （電話は 19 時〜22 時）
E‑mail： m̲gondo@k4.dion.ne.jp
後日詳しいご案内をいたします。
主催：
東部富士五湖ネイチャーゲームの会

四方津小 PTA

日時：

コモアふれあい広場へのお誘い
5 月 1 日(月)

日頃より資源ゴミ回収にご理解とご協力をお寄せ頂きありが

場所：

3 丁目（センター）集会所

とうございます。おかげさまで平成 17 年度も計 5 回の回収を

会費：

１００円

行い、164,710 円の収益金が得られました。

内容：

牛乳パックで椅子作り、布ぞうり作り、

平成 17 年度

資源ゴミ回収のお知らせ

資源ゴミ回収結果のお知らせ

トリのぬいぐるみ

この収益金は、四方津小学校の図書などの購入に充てられま
す。

用意する物：キルティング布、レースなどの飾り、牛

今後も皆さまのご協力をお願い致します。

次回は、5 月 7 日

AM9 時〜10 時

乳パック容器 24 個、シーツゆかたなどの古布、

の予定です。

布、針、ハサミ、ポリエステル綿

詳細はポスター等でご連絡します。
四方津小 PTA 資源ゴミ回収部

内田

(昼食が出ます)

66-4551

コモアしおつ

＊ ：布はこちらでも用意してあります。
連絡先：

井上

66-2068

ウンチクリーン大作戦

ワンちゃんの落し物をみんなで楽しく拾いましょう！ 愛犬家のみなさん、ぜひご参加ください。
日時：5 月 28 日(日) 午前 11 時〜午後 1 時位、
集合場所： ステーション前広場
持物・服装： いつものお散歩の持物、服装でご参加ください
雨天中止、小雨のときは下記連絡先までお問い合わせください
上野原どうぶつの会 清水(090-3341-8031)・木村(090-7414-7506)
協力： WANWAN パーティークラブ＆帝京科学大学の学生さん

自治会からのお知らせ
第 14 回自治会定期総会のお知らせ

日時：

4 月 23 日(日)

持参するもの：

午前 10 時〜12 時

会場：

四方津小学校

体育館

定期総会議案書、スリッパ、下足入れ（ビニール袋など）
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

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

みんなの手で明るく住みよい街づくりを

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
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