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少年による放火事件、頻発したエレベータの事故、拉致事件、ミサイル発射、などなど・・・うっとうし
い事件と、不順な天気がつづいていますが、梅雨明けにはまだ少し時間がかかりそうです。コモアのニュー
ス第３号をお届けいたします。

緑道の街灯また破損
６月中旬ごろに、時計の公園から石の公園に至る２丁目の緑道街灯が破損されるという嫌なことが、また起
きました。今回もまったく状況が分からず困っています。４月にも同様のことが起きたばかりです。一応、
警察に実地検証をしてもらい、被害届を出しましたが・・・

犯人探しはしたくないですが、再発しないよ

うにする手だてはないものでしょうか。更に管理する側から申し上げると、あの街灯のグローブ及び内部の
ランプは、コモア開発当時の特注品で在庫はほとんどなくなり新規作成は極めて高価であることが判明しま
した。コモアの大切な財産、公共物を大切にしていただきたいものです。

外周道路に毛虫
今年も大発生
今年も外周道路及び公園に、毛虫が大発生していると多くのかたから連絡がありました。５月末に市と連絡
をとり見回りをしたが、まだごく一部だったため実施見合わせをしておりました。今回の多くのかたの通報
を市へ取り次ぎ（6/26）早急に対処してもらうよう依頼をいたしました。翌日

市が現場を見て対応を開始

してもらいました。実施業者によると発生のピークをだいぶ過ぎていて、大半がサナギ状態になってしまっ
ているので、該当カ所の枝や葉を切り落とす方法で対処。薬剤散布はごく一部に限定して対処したそうです。
毎年のことですので、大発生を未然に防ぎたいですがなかなかタイミングが難しいです。
外周道路の低木、つつじの剪定が終わりました。高木は、秋口に実施する予定で、同時に市に対して自治会
から申し入れてある、南北緑道の剪定も行われることになっています。

防災の日

避難訓練日決定

８月２７日実施
今回の避難訓練には、県警のヘリコプターによる救助活動訓練、市消防署の消防自動車
による消火活動訓練も企画しています。コモアの災害に対する備え、これからも真剣に考えて行きたい。
昨年は、コモアの避難訓練記録を塗り替えるほど多数の参加者があり、昨今の多発する災害に対する不安が
行動を起こしてくれたものと思っています。日ごろの災害に対する備えとともに、今回の避難訓練にも、積
極的に参加をお願いいたします。
自治会長

川島秀夫
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平成 18 年度
7月2日

第 3 回役員会

第 3 回役員会を開催しました。会長・地区会長、専門部長報告及び質疑の内容は、以下のとおり

です。
自治会長 ・6 月 11 日巌地区球技大会終了しました。当日大変がんばった人が、アキレス腱を損傷して治療
を受けることになってしまいました。幸い自治会保険の対象となり治療費は、保険を通じて自
治会でカバーできそうです。早く全治してほしいです。
4 丁目 39・40・41

・セキスイからのお知らせ

14 棟着工

10/10 完成予定

周辺工事中につ

き注意ください
・街灯破損被害の件（3 ページ参照）
・印刷機についての検討を総務渉外部に検討をお願いいたしましたが、
予算計上もしておらず現状で緊急な問題点もなく新規購入は、見合わ
せとしたい。との結論になり従来どおり、メンテナンス契約更新のみ
を行いました。
・他は

自治会 NOW ページ参照

地区会長
・1・2・4 丁目地区特になし
・3 丁目

先月地区ブロック委員会で問題提起あった件、7/2 のブロック委員会で回答をする予

定です。（内容省略）

専門部活動報告
総務渉外部

集会所のコピー使用状況記入漏れが多い。注意願いたい。

広報部

7 月号広報

IT部
文化部

特に無し

5 日原稿〆

15 日発行予定です

22 日に委員会開催します。

ミュージック・フェア開催に関する説明。ポスターは小中高生に呼びかけ公募入選作を採
用作成したい。文化芸術祭は別途開催予定。

体育部

6 月 11 日巌地区球技大会実施

当日は雨になりソフト・ボールは中止。体育館でソフト・

バレーのみの運営になりました。女子 3 チーム中
青少年部

夏休みのラジオ体操

7／24〜28 日

8／21〜24 日

3・4 位に入賞しました。
計 9 日間と決まりました。

夏季キャンプコモアの参加者はわずか。巌地区と打ち合わせしますが、再募集するかもし
れない。
環境防犯部

害虫駆除薬剤市から届いているので、各地区に配布いたします。7／22 草刈清掃日、 7／
17 時計の公園の池清掃
石の公園

厚生福祉部

これは業者に依頼した。時間のある人は手伝いに来てください。

ゴミ箱のふたを破損された（その後、どなたかが修復してくれています。）

10／1 桜扇にて敬老会実施。
住民全体を対象に

管理組合連絡事項

10／8

11／5

12／3

ナツメロを楽しむ会を企画したい。

村上副理事長より、コモアの管理物件に関する上野原市との協定書の内容検討実

施を急ぐべきだ。特に下水道問題をはじめとして、待ったなしの時にきている。との提言
があった。

次ページに続くÎ
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検討事項
登録団体申請

恬淡会

太極拳を通じて・・・・申請があったが、内容について不明のところが多く
再調査の上次回審査を行うこととした。

平成 18 年度

第 3 回ブロック別委員会

7 月 2 日午前中の役員会に続き、午後 1 時 30 分から地区別のブロック委員会を開催いたしました。
午前中の役員会の議事内容を、全ブロック委員に報告。各地区ブロック内の課題について質疑、地区ごとの
情報交換を行いました。
*次回のブロック委員会は、8 月 6 日（日）1 丁目集会所で

全ブロック委員集合。委員会兼拡大防災委員会

を行います。

緑道の街灯

また破損された！

6 月中旬ごろ「時計の公園」から「石の公園」にいたる緑道の街灯が、4 月に
続き無惨にも 2 カ所割られているのが発見されました。ご近所の人がすばやく
片付けてくれたので、破片でけがをした人はなかったが、前回に続き心無い行
為は、腹立たしい限りです。
再発はなんとしても防ぎたい思いで一杯です。犯人探しをしたくはありません
が、自治会として警察へ「被害届」を出しました。
コモアの財産です。公共物を大切にしましょう。
白色のグローブ及びランプは、開発当初の特注品のためメーカー
在庫が無いそうです。皆様で大切にしましょう。
グローブ単価

7,600 円

ランプ（水銀灯）単価 5,400 円

環境防犯部よりお知らせ
１）７月の活動予定
・７月１７日（月）9:00‑12:00

時計の公園の池・タンクの清掃

本年度はタンクの清掃を実施する為、業者および環境防犯部員で実施します。
清掃終了より２〜３日後から池の水の循環を、小学校の夏休み末日まで実施します。
・７月２２日（土）8：00‑9：00

公園・緑道の草刈清掃

住民の皆様多数の参加をお願いします。例年通り参加者にジュース配布します。
２）側溝の薬剤散布
今月から９月末までを目処に各ブロック委員により、担当地区の側溝の害虫（主に蚊）発生対策として、
月に１〜２回の薬剤散布を実施します。散布当日は臭いが実感するかも知れませんが、ご了承ください。
また、各家庭の庭にも散布したい方は、ブロック委員より薬剤を分けてもらって各自で散布して下さい。

P. 4
３）お願い「ゴミの出し方について」
回収されずに、そのままとなっているゴミがあり迷惑しています。
・ビン、缶、資源ゴミは市で配布したカレンダーに従い、該当する日に出してください。それ以外の日に
出しても回収してもらえません。
・使用済スプレー缶、ガスボンベ等は孔を開けてガスを抜いてから出してください。
・垣根の剪定クズ（葉や雑草も含む）等は 30cm 程度の長さに切断した上で、紐で縛るか透明のビニール袋
に入れて家庭ゴミ（生ゴミ、紙クズ等）の日に出してください。
燃えないゴミや大き目のゴミは原則的に回収してもらえませんので、粗大ゴミとしてクリーンセンターへ
持ち込むか、または市役所へ電話してください。
（例）木箱、小机等（燃えるゴミでも大きめのもの）、針金や金属性ハンガー、植木鉢や瀬戸物

自主防災委員会
7月2日

高柳自主防災隊長、豊島自主防災副隊長に出席をお願いし、拡大防災委員会を開きましました。

8 月 27 日実施

防災の日・避難訓練についての打ち合わせを行いました。

避難訓練の内容は、昨年同様各地区から四方津小学校に避難行動を行う。昨年同様ブロック委員各位の役割・
行動の進行表を作成する。その進行表にもとづき次回のブロック委員会で説明をしたい。
昨年の避難訓練は、コモアの避難訓練記録を塗り替えるほど多数の人の参加により実施されました。昨今の
予測できない災害多発に対する防災意識の高まりだと、受け止めています。
今年は、突然の災害によりコモアを取り巻くインフラが途切れた場合を想定して、山梨県警ヘリコプター
の協力により、空からの救助訓練を実施します。さらに、上野原消防署から消防自動車も出動願い、消火放
水活動も同時に実施してもらう予定にしています。
（ヘリコプターの招聘は、駐在所

吉田警部補の尽力によるものです）

これらの訓練の進行については、別途詳細を皆さまにお伝えします。予期せぬ災害に備えるため、今年の避
難訓練にも住民の皆さまが率先して参加し、自主防災意識を高めていただきたいと思っています。

7月

9 日（日）10：00

巌消防団

消火訓練

7 月 15 日（土）10：00

放水訓練

4 丁目

8 月 27 日（日）
ふるって参加ください！

防災の日・避難訓練

4 丁目消防署用地にて

No.20・21 消火栓（回覧済み）
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文化部からのお知らせ

ミュージックフェアを開催します。
楽しみにお待ちください。
日時：10 月 1 日（日）10 時

17 時

〜

場所：四方津小学校体育館
出演： うえのはら少年少女合唱団

巌中学校吹奏楽部

上野原中学校吹奏楽部

日大明誠高校吹奏楽部

上野原吹奏楽団

ドルチェ（合唱）

ファンキー ライブ ブラス バンド

フジノモンテ（フォルクローレ）

ジャズマーケット

フィーリング・ジャズオーケストラ

追ってチラシを各戸にお届けします。
お願い：前日及び当日は、自治会の全役員が準備運営にあたりますが、お手伝いいただける方は下記にお申
し出ください。
主催：コモアしおつ自治会ミュージックフェア実行委員会（担当：文化部

★★★

ミュージックフェア

高田 66-4322 ）

ポスターを募集します

テーマ：

第１５回コモアしおつミュージックフェア

募集対象：

小学生の部、中学生の部、高校生の部

サイズ：

Ａ３（３０cm×４２cm）〜Ｂ３（３５cm×５２cm）

★★★

(電子データで作成されたものは、プリントして応募してください)
募集期間：

８月１日〜８月３１日

提出先：

コモアショッピングプラザ内「ファミリードラッグ

こたか」カウンター

（作品の裏面には必ず学校名、住所、氏名を記入してください）
審査・表彰： 作品はミュージックフェア実行委員会で厳正に審査いたします
応募者全員に記念品
優秀作品には別途記念品と

作品は自治会掲示板及び当日会場に掲示します

ミュージックフェアの詳しい内容は別のお知らせをご覧ください
（但しポスターへの記載は自由です）
コモアしおつ自治会ミュージックフェア実行委員会（担当
★★★文化芸術祭作品募集要項★★★
作品の制作にかかる時期になりましたので、先に募集要項をおしらせします
実施日時、場所ともに未確定ですが、１０月下旬〜１１月中旬頃
作品：

絵画、写真、書、手芸、工芸など

大きさ： 絵画２０号以内
書

半切以内

その他の作品

３日間展示を予定

昨年に準じます

写真

長辺７０cm 以内（フレーム込み）

手芸

大きなものは折りたたんで長辺１m 以内

上記程度

たくさんの方の応募を期待しています

（担当文化部

問合せ先 66-4322 髙田）

文化部）
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コモアニュース掲示板
コモア文庫８月の予定
8 月 23 日(水)

コモアふれあい広場へのお誘い
日時：8 月７日（月）10：00 〜 15:00

11:00〜11:30

おはなしの会

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

場所：センター集会所

※８月市立移動図書館はお休みです。

会費：100 円
内容：毛糸のかめさん作り、メガネケース作り
※ 7 月 24 日（月）8：00〜12:00 センター集会所
の大掃除を行います。
連絡先：

第7回

コモア盆踊り

開催のお知らせ

井上(66-2068)

駐車違反対策強化（上野原警察署より）

日時：

7 月 29 日(土)，30 日(日)

午後 7 時〜9 時

会場：

コモアブリッジ上部ステーション前広場

6 月から違法駐車取締りが厳しくなりました。
コモアでも依然として恒常的に路上駐車、はみ出
し駐車が見受けられます。
防災上からも、大変危
険です。
至急改善をお願いいた
します。

踊り練習日：7 月 23 日(日) 午前 10 時〜12 時
練習場所：3 丁目集会所（前号の場所
は誤りでした）

お問い合わせ：コモア盆踊実行委員会
五十嵐（66-3774）昆(66-3446)

自治会からのお知らせ
青少年部「ラジオ体操」のご案内
本年も夏季恒例の「ラジオ体操」を開催致します。コモアしおつ在住の全ての方が対象です。参加者全員
に参加賞、加えて全期間皆勤された方には皆勤賞を差し上げます。皆様のご参加をお待ちしております。
開催期間：前期

7 月 24 日（月）

〜

7 月 28 日（金）（5 日間）

後期

8 月 21 日（月）

〜

8 月 24 日（木）（4 日間）

時間：午前 6 時 30 分

〜

（雨天中止）

6 時 45 分

場所：四方津小学校体育館前広場
※最終日（8 月 24 日）に雨天でラジオ体操が中止になっても参加賞、皆勤賞は差し上げますので集合してく
ださい。ラジオ体操カードは当日にお渡し致します。

ブロック委員各位
8 月 6 日のブロック委員会は、1 丁目集会所で全ブロック委員会を行います。地区別は行いませんので間違
えないよう参集ください。（時間
防災の日避難訓練打ち合わせ

午後 1 時 30 分）

ミュージックフェア

その他

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

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

