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第 14 回定期総会が開催されました
4 月 23 日(日)

第 14 回定期総会
総会員数

会場風景

１１１５戸

（H18.3.31 現在）
当日出席会員数

191

委任状数

779

合計（議決権数）

970
会場受付風景

会場受付風景
平成 18 年 4 月 23 日(日)四方津小学校にて

コモアしおつ自治会第 14 回定期総会が開催されました。樹木の

剪定その他一部厳しいご指摘もありましたが、全ての議案について提案どおり承認されました。

総会員数

1115 会員のうち出席は 191 会員、委任状 779 会員でした。 総会に関する、ホームページ書き込みがありま
した。ご参考までに掲載しました。
ぜひご一読ください（4 ページ参照）。
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18 年度自治会スタートにあたって
23 日に開催した第 14 回定期総会で、17 年度の活動報告及び 18 年度の活動計画案が承認され、18 年度（任
期 2 年目）がスタートしました。今年度も各部の活動計画どおり活発な自治会活動を展開していきます。会
員各位のご理解と積極的な参画をお願いいたします。
各部活動のほかに、今年度の検討課題を提案し各部会に分かれて検討を深め、実行できるものは直ちに着手、
それ以外のものについては次年度以降の自治会に提言することにいたしました。
第一点 地区会計及び解決金に対する対応方法

集会所施設の維持管理（地区会計）に対する考えかたの整理、

それに伴う規約の整理・検討。防犯カメラ設置の場合のルール作り、その他規約のシンプル化
会計部・総務渉外部(組織問題

第二点 イベント問題

コモアのイベントと周辺地域との連携。巌地区の諸行事とコモアの部会との調整(ス

リム化)。体育部活動と青少年部活動との連携。

巌地区との関係、場合によってはコモア単独運営

も検討課題か。
第三点 南北樹木剪定

半澤副会長)

体育部・青少年部（イベント問題

防犯カメラ設置・運営

中桐副会長）

剪定は市が全面的に関与してくれるところまでいったが、引

き続き実施状況の行くえを見届ける要あり。 防犯カメラの設置運営について実現への検討を深めて
環境防犯部・総務渉外部(環境防犯問題

行きたい。

杉山副会長)

第四点 自治会情報の住民共有化(広報活動の充実) 今年度もさらにコモアニュース、ホームページを通じて、
コモアの情報をスピーディーに伝えてゆく体制をとって行きたい。
広報部・IT 部

(広報・IT 問題

八木副会長)

各部会の検討結果、11 月の役員会を目途に中間発表を行いたいと思います。検討課題についてご要望・ご意
見などございましたら、担当部会長あてお聞かせください。

防犯カメラの設置について
総会で概略進行状況をお知らせしましたが、積水ハウス及び俊道ガスからインフラ設置関係の書類を頂戴いた
しました。総額は、700〜800 万円くらいかかるそうです。この費用はコモアの皆さまのために両社が全額負
担していただけるようになりそうです。もしそれが実現すれば、今後の問題は機器のメンテナンスと運用ルー
ル、ランニングコストの問題に絞られてきます。出来うる限り実現に向けて検討を進めていきたいと思ってい
ますので、ご協力とご意見をお願いします。

南北緑道植栽 剪定について
今年度は、自治会予算を使わずに市が全額負担で、南北緑道の剪定を実施することになりました。剪定を確約
して来ましたが、その実施時期が気になりました。そこで再度、市の担当者に確認した結果、「今年度秋に、
外周道路を樹木剪定する予定にしている。その時季に合わせて、コモア内の南北緑道の剪定も行う」予定だそ
うです。スケジュールを、確認いたしましたのでお知らせしておきます。
自治会長

川島秀夫
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平成 18 年度
5月7日

第 1 回役員会

18 年度第 1 回役員会を開催しました。連休最後の日にもかかわらず、欠席者も少なく新年度スタ

ートの役員会実施。
自治会長

会長及び各専門部長からの報告がありました。

2 ページ

自治会 NOW

参照

具体的な見積もりが出てきたので概略説明を行った。インフラについては

防犯カメラ

イと俊道ガスでカバーしてもらえることに決まりそうであるが
できないので
定期総会

セキス

ランニングコストがまだ把握

確定次第具体的検討に入りたい。

議事録の取り扱いについて説明

了承。

専門部活動報告
総務渉外部

1 丁目集会所管理担当者変更になりました

小鳥居→北村 66-3997（1-19-4） ブロック委員の

仕事(マニュアルが出来ました)。
広報の原稿は 11 日締め切り

広報部
IT 部

編集会議は 13 日

定期総会のようすを動画と写真を掲載

発行 20 日予定。

井戸端会議・質問箱にも書き込みがあった

アクセス

数 1755 件。
文化部

新年度文化部委員会を開いて

体育部

6 月 11 日巌球技大会

ミュージックフェア・文化祭などを決める。

巌体育祭り 10 月の予定。

巌地区ブロック長・志村茂明氏任命。
青少年部

7−8 月夏休みラジオ体操

環境防犯部

本日部会を開催

厚生福祉部

6 月に民生委員を含めた会合を開催予定。

会計

自治会活動保険に加入しました。

自主防災委員会

巌地区青少年部長コモアから選出？

年間計画を決める。27 日第 1 回清掃日 8.00-9.00 広報に掲載。

巌消防団の放水訓練

今年度も AED 訓練実施予定(1 丁目・2 丁目)。

その他防災委員会を開催し計画策定をする。
登録団体の申請

『短歌の会』

申請主旨
開催時期

代表者

外波恵美子

（1-35-5）

Tel 66-3765

短歌を通して人生の一日を記録しておきたい者の集まり
週 1 回の予定

総会の自治会長回答訂正

審議の結果登録団体として

樹木剪定に関する質問者に対する回答で

承認

誤りがありましたので訂正いた

します。 委員会の実施日を『７月だったと思いますが・・・』との回答は 『８月実施でした』が正当
です。回答内容本旨には相違ございません。
※詳細は総会議事録参照
自治会長

川島秀夫
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平成 18 年度

第 1 回ブロック別委員会

午後 1 時 30 分より地区別にブロック委員会開催
各地区会長から役員会の報告があり

今年度も引き続き毎月ブロック委員会を実施していきます。

各地区別の問題・話題について

情報交換を行いました。

各部の活動方針に関すること、2 年目で対応していかなければならないこと、等々新たな決意で意見交換を行
いました。総会の運営に対する、反省点の議論もありました。今後の運営に活かしていきたいと思います。

ご参考 総会前・後に コモアの風「HP」に書き込まれた先住民さんのご意見です(原文のまま)
2006/04/21 投稿者

参加しよう

最近 10 年来の先に入居した住民は

聴いて大変悔しい思いをしました

先住民・2 丁目

コモアの昔話ばかりで何も参加してくれないとの話を

確かに私も昔のように身軽に行事に参加が出来にくくなりました

それでもコモアの問題で管理組合や自治会が一生懸命活動してくれているのは一緒に参加して考えてい
かなければいけないなと思いは一緒です
認したいと思っています
きに参加しましょう

先ずは今度の自治会総会に参加してコモアの今をしっかり確

これを読んだ先住民各位は

昔話だけで判断しないよう

そして大いに発言していきたいと思いますが

コモアの皆様の動

いかがですか

自主防災委員会
伊豆半島で頻発している地震。なんとなく不気味で不安な毎日です。
上野原市でも防災マップ作りを精力的に作り始めています。私たちのコモアは、防災の備えに関して万全でし
ょうか。周囲を見渡してみると、余りの無防備にがくぜんとします。
天災、大地震・台風などによる風雨の被害、火災、その他に事故・病気などによる救急体制、どれ一つ取り上
げても満足な答えが出来ない状態。災害救助に一番活躍できる世代は、日中ほとんど、東京方面に通勤、不在
です。こんな現状で、コモアの自主防災・家族が安心して住める環境作りが何処にあるのか、今年は本気にな
って模索したいと思っています。住民の皆さまの考えを是非お聞かせください。
自主防災委員会として、早急に第 1 回拡大防災委員会を開催し、活動方針を固めていきたいと考えています。

活動計画
「巌消防団との連携した防災体制作り」
「放水訓練」 「AED による救護訓練」 「防災の日の避難訓練」
「年末・防災防犯巡回」 「上野原市と連携できる防災体制作り」
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コモアニュース掲示板
コモア文庫６月の予定

コモア・フリーマーケット開催

６月７日（水） 文庫

14:00〜16:00

6 月 21 日（水） 移動図書館

14:30〜16:00

6 月 28 日（水） おはなしの会

11:00〜11:30

5 月 21 日(日)

10 時〜12 時

雨天の場合 5 月 28 日
場所：コモアブリッジ

上部ステーション前広場

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所
みんなで楽しみましょう！！

コモアしおつ

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：
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

ステーション前広場

上野原どうぶつの会 清水(090-3341-8031)・木村(090-7414-7506)
WANWAN パーティークラブ＆帝京科学大学の学生さん

協力：

コーヒーショップ閉店のお知らせ
長い間、皆さんの憩いの場所となっていた公正屋隣の

日時：

コモアふれあい広場へのお誘い
6 月 5 日(月) 10 時〜15 時

コーヒーショップ「珈琲屋」が 5 月末で閉店になる

場所：

3 丁目（センター）集会所

そうです。寂しくなりますね。

内容：

ぬいぐるみ、肩たたき棒、牛乳パックの
椅子作り

『長い間お世話になりました。上野

用意する物：布、牛乳パック、ガムテープ

原店で頑張りますのでどうぞよろ

＊ ：こちらでも少しは用意してあります。

しく』店長

連絡先：
平成１８年度

井上

66-2068

四方津小学校資源ゴミ回収のお知らせ

資源ゴミ回収につきましては、日頃より深いご理解とご協力を頂き、厚くお礼を申し上げます。
さて、本年度も下記の日程で回収を行いますので、ご協力の程よろしくお願い致します。
記
回収日

第一回

第二回

第三回

５／７

７／２

１０／１５

第四回

第五回

１／１４

３／４

※今年度は９月および１１月の回収はありません。
※回収時間：５月、１０〜３月は９時〜１０時、７月のみ８時〜９時になりますので、ご注意下さい。
お願い
☆回収日前日午後に、コンテナ２台を体育館前駐車場に設置しますので、設置前の駐車はご遠慮下さい。ま
た、コンテナ設置後に駐車する場合は、周りに充分お気をつけ下さい。
☆回収日当日は、体育館前駐車場には車を止めないようにご配慮下さい。
☆ ご質問等ありましたら、不動田（６３−５６２５）までご連絡下さい。
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自治会からのお知らせ
体育部
巌地区球技大会参加者募集中！
☆６月１１日（日）開催。＠巌中学。競技種目はソフトボール、ソフトバレーボール。
☆回覧中の参加申し込み票を５月２５日（木）までに各ブロック委員迄お願いします。
☆昼食は、お弁当、お飲物を、体育部で用意。奮ってご参加下さい。

環境防犯部
［公園・緑道の清掃実施］
本年度最初の公園・緑道の草刈およびゴミ拾い清掃を実施しますので、皆様の多数の御参加・御協力をお
願い致します。
日時：５月２７日（土）８：００〜９：００
[Ｈ１８年度

草刈り・清掃

月／日

年間活動予定]

時間

活動内容

備考

5／27（土）

8:00〜9:00

緑道・公園の草刈清掃

7／22（土）

8:00〜9:00

緑道・公園の草刈清掃

参加者にジュース配布

8／26（土）

8:00〜9:00

緑道・公園の草刈清掃

参加者にジュース配布

10／28（土） 9:00〜10:00

緑道・公園の草刈清掃

11／25（土） 9:00〜10:00

緑道・公園の清掃

3／24（土）

緑道・公園の清掃

9:00〜10:00

終了後外周道路落葉清掃

１２月にも落葉清掃を実施して欲しいとの要望も一部の方よりありましたが、初旬では１１月の実施直後で
あり、中旬以降では時期的に多忙な事から実施しない事としました。

総務渉外部
1 丁目（ノース）集会所予約担当者変更のお知らせ
1 丁目ブロック委員会（総務交渉部員）変更に伴い、集会所の予約担当が以下の通り変更となりまし
たので、今後の電話予約・キャンセルの場合の連絡は下記ブロック委員宛にお願いします。
新：北村

良（１−１９−４）６６−３９９７

（旧：小鳥居

貴徳

１−１９−３）

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

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

