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８月２７日防災訓練日
コモアの防災を考える日
コモアは絶対安全と思っていますか。水道・電気・ガス・電話などが使えなくなる、道路は遮断されるという
事態を、想像したことがありますか。コモアはほとんどすべてのことについて無防備な町であることに気付き
ます。２７日はコモアの防災を考える日

防災訓練日です。ブロック内で声を掛け合って、安否確認をして避

難訓練に参加してください。

公園の遊具撤去
市建設課からの連絡
昨年「石の公園」ブランコの補修を依頼したところ、「現状では危険なので一時撤去する」との説明でただち
に撤去されました（既報）。その後自治会として再三にわたり、遊具復元に対して強い要望を続けてきました
が、なんら返答がなく今日に至っていました。
7 月 12 日市建設課から

県より公園危険遊具点検指示があり、
「点検の結果、滑り台に連結するブランコのア

ーム部分は危険個所なので撤去したい。トーテムポールの上部ウイングも腐蝕していて落下の危険があるので
同時に撤去する。」との連絡が入りました。
「修復して子どもの野外での遊びの機会を残してほしい」との要望
は無視され撤去が解決とはなんとも悲しい。何とか残す方法はないか、再度要望は出しますが、市の管理物件
であり変更が難しい現状です。

県立図書館から申し入れ
「コモアニュース

自治会広報」を、元気に活動をしている県内地域コミュニティ情報として、図書館で広く

県民に閲覧できるようにしたい。バックナンバーを送ってほしい。との申し入れがありました。すでに HP「コ
モアの風」でオープンになっていることでもあり、データを図書館あて送りました。県立図書館で、「コモア
ニュース」に会えることになりそうです。

防犯カメラ設置対応その後
環境防犯部会で検討会実施
インフラについては、ほぼクリアできているこのチャンスを何としても活かすため、その他の問題点絞り込み
に重点をおいて、検討をすすめました。具体的には、ランニングコスト、セキュリティー、プライバシーを含
む運用の問題など多岐にわたる課題を話し合いました。出来るだけ早く住民の皆さまに提案していきたいと思
っています。
8 月は平和を考える月、平和ボケした日常にショックを与えるような事件が、後を絶ちません。物が豊かにな
った分、何かが欠けてしまったのでしょうか。心豊かな毎日を過ごしたいものです。思いやる気持ちを忘れず
に、自治会運営をすすめていきたいと思っています。
自治会長

川島秀夫
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平成 18 年度
８月６日

第 4 回役員会

第４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 ・７月２９日

三役会議の後、管理組合理事と施設問題協議会の運営について擦り合わせを実施し

た。３年に及ぶ「ブリッジ検討委員会」の終了と「山梨総研レポート」の取り扱いと

今後の市

との交渉について話し合いを持った。
・ その他は
地区会長

自治会 NOW に同じ

・1.・2・4 丁目地区特になし
・ ３丁目

７月草刈り清掃日の事についての要望があった。（環境防犯部のお知らせ参照）

専門部活動報告
11 日原稿〆

18 日発行予定

広報部

８月号広報

IT 部

「HP コモアの風」の「井戸端会議」の名称を「自由投稿」に変更

文化部

ミュージックフェアの最終検討会を 9 月 17 日（日）に行いたい。ブロック委員各位の協力
をお願いしたい。9 月号市広報「うえのはら」にフェアのチラシ折り込みを行う。

体育部

球技大会予定している。詳細は後日

青少年部

巌地区キャンプは人員が集まらないため、今回は中止にした。
ラジオ体操後半

環境防犯部

8/21〜24

防犯カメラについての検討会実施。ランニングコスト、耐用年数、運用方法など検討。出来
るだけ早く住民の理解を得て、実施実現に持って行きたい。
７月草刈り清掃日に、暑い日だったにもかかわらず

一部ジュースが行きわたらなかった所

が出てしまった。不手際お詫びします。最近入居された方の不参加についての質問があった
が、実態を調べて対処したい。
厚生福祉部

10 月 1 日敬老会（時間設定につき他の役員から異議あり、再検討を要する）
(再検討の結果、9 月 17 日(日)

11:30 開始に決定

自治会お知らせ参照)

金婚・ダイヤモンド婚対象者調査中

決議事項
登録団体申請
「恬淡会」

代表者

川井真理子

申請主旨

太極拳を愛好

開催時期

週 1〜2 回程度

（2-31-8）

℡66-3585

健康増進のため

7 月役員会にて審議するも、内容不明のところ多く再申請に至ったもの。
再審査の結果、特に問題いので

登録団体として

承認

承認 No.H18-02
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第 3 回ブロック別委員会・拡大防災委員会

午前中の役員会に続き、午後、１丁目集会所で全ブロック委員に集まっていただき、定例ブロック委員会及び
拡大防災委員会を開催しました。
まず午前中の役員会の議事内容を、全ブロック委員に報告。引き続き 27 日の防災訓練について、自主防災隊
の高柳隊長から詳細説明を受けました。（自主防災委員会

参照）

＊ 次回のブロック委員会は、9 月 17 日(日)午前 10 時

1 丁目集会所に全ブロック委員集合、

9 月ブロック委員会及びミュージックフェア実行委員会を行います。

自主防災委員会
8 月 6 日役員会・ブロック委員会に自主防災隊員に出席願い、拡大防災委員会を開催しました。27 日実施の
コモア防災訓練の詳細について打ち合わせを行い、ブロック委員の役割を確認いたしました。今年度も、ブロ
ック委員が近隣に声をかけて（安否確認）一緒に避難場所に避難をする。突然の災害にうろたえないよう、多
数の参加をお願いします。
先にご案内のように、全員避難完了後上野原消防署による放水訓練、突然の災害でコモアを取り巻くインフラ
が途切れた場合を想定した、空からの訓練も実施いたします。
訓練スケジュール
7:30〜8:30

防災無線

災害発生

9:00

避難開始

→

四方津小学校へ避難

ブロックごとの避難状況把握･集計･消火訓練
10:00

防災訓練

非難状況報告

川島自主防災委員長･駐在所吉田警部補挨拶
高柳防災隊長の訓練内容の説明
10:20

上野原消防署による放水訓練

10:40

山梨県警ヘリによる

11:00

訓練終了挨拶

ブロック内

声を掛け合い

救助訓練

非常食全員配布

防災訓練に参加しましょう！

（炎天下の行動になると思います。強い日差しを避ける用意をしてご参加ください）
同時にブリッジの避難訓練も実施されます。
こちらは管理組合ブロック委員を対象に実施します
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夏休みラジオ体操
7 月 24 日〜28 日まで

夏休みラジオ体操を行いました。初日(24 日)は雨の

ため中止、25 日から 28 日までの 4 日間は毎日 200 人前後の皆さんが、朝
の新鮮な空気を一杯吸って元気に参加されました。
後半は、8 月 21 日〜24 日までの 4 日間実施します。元気に参加してくださ
い。
最終日 24 日は、雨天でも参加賞、皆勤賞をさしあげますのでカードを持っ
てきてください。
（青少年部

ラジオ体操係）

第 7 回コモア盆踊り
7 月 29 日(土)、30(日)の 2 日間にわたり、コモア盆踊りがブリッジ上部ス
テーション広場で開催されました。今年は

盆踊りの会のメンバーが、

従来の事前練習会の他に、四方津小学校に出向き学童保育の子どもたち
にも練習会を実施しました。
その成果が見事に結び踊りの輪の中は、こどもたちが一杯でした。コモ
アのお祭り・盆踊りが昨年に増して賑わいを見せてくれたひと時でした。
この盆踊りは、会場の設営、後片付け、周辺の警備など猛暑の中、皆さ
まのご協力により、手作りで運営されました。
楽しい楽しい二日間でした。

環境・防犯部からのお知らせ
８月の活動予定
８月２６日（土）８：００−９：００

公園・緑道の草刈り清掃

皆さまの多数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。
自治会ではエンジン付草刈り機を３丁目（センター）集会所に貸し出していますので希望者はお早めにお越
し下さい。エンジン付草刈り機は１８台ありますが先着順です。
７月度草刈り清掃に際して下記ご意見がありましたので、紹介および紙面を借りて回答させて頂きます。
☆風の公園でジュース配布が不足していた
環境・防犯部員で適当数を各所に配布しましたが、確認不足により「風の公園」への配布が不足していま
した。住民の皆さまにお詫びするとともに８月度の配布数には注意して改善いたします。
尚、適切と思われる個所および数量を配布する予定ではありますが、どうしても若干の過不足が出ること
がありますので、その場合にはお近くの環境防犯部員またはセンター集会所に待機している環境防犯部員
までご一報下さい。

＜次頁へ続く＞
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☆ゴミ袋が置き放しとなっていた
ゴミ袋については巡回して配布しております。この時極力手渡すようにしておりますが、巡回配布時
にまだ参加者が少ないケースでは、適当数を目につきやすいところに置いておくことがあり、清掃終了後
には環境防犯部員が再度回収に回っています。これも限られた人員・時間の中での対応ということで、ご
理解を頂きたくお願い申し上げます。

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
既にご案内のように、１０月１日に四方津小学校体育館で行います。
あらためて出演グループをご案内します。
♪

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

ミュージックフェアのポスター募集中！

♪

日大明誠高校吹奏楽部

詳しくは「コモアニュース 3 号」又は掲示板をご

♪

上野原吹奏楽団

覧ください。多数の応募をお待ちしています。

♪

ドルチェ

♪

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

文化部ではその準備を着々と進めています。楽しみにお待ちください。
★★★文化芸術祭について★★★
１１月上旬の３日間の開催を予定しています。出展受付は９月にあらためてご案内しますが作品の制作を
よろしくお願いします。
ご不明な点は下記、髙田あてお問い合わせください。
担当

文化部

髙田一信（66-4322）
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コモアニュース掲示板
コモア文庫 9 月の予定

コモアふれあい広場へのお誘い

9 月 6 日（水） 文庫

14:00〜16:00

高齢者対象に仲間づくり生きがいづくりの場で

9 月 20 日（水） 移動図書館

14:30〜16:00

す。

9 月 27 日（水） おはなしの会

11:00〜11:30

日時

9 月 4 日（第一月）10：00〜15：00

場所

センター集会所

内容

食事会と歌

日時

9 月 11 日（第二月）9：00〜12：00

場所

センター集会所

内容

バザー用品作り

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

第 10 回

コモア秋祭り

開催のご案内

会費

100 円

連絡先：井上(66-2068)

駐車違反対策強化（上野原警察署より）

恒例のコモア秋祭りを開催いたします。多数の方々のご

6 月から違法駐車取り締まりが厳しくなりました。

参加をお願い申し上げます。

コモアでも依然として恒常的に路上駐車、はみ出

日時：９月２日（土曜日）午後２時〜（雨天決行）

し駐車が見受けられます。

場所：コモアブリッジ上部ステーション前広場

防災上からも、大変危険で

開催内容：子ども御輿（運動靴でご参加ください。サン

す。

ダル類では参加できません）、子どもイベント（かき氷・ 至急改善をお願いいたし
スーパーボール・輪投げなど）、大人御輿

ます。

栗本（66-4487）

自治会からのお知らせ
厚生福祉部

「コモアしおつ地区敬老会」が開催されます。
日時

9 月１7 日（日）午前 11 時 30 分（受付

場所

桜扇

午前 11 時〜）

対象の方には、ご案内状が配布されます。
尚、社会福祉協議会からの記念品の配布対象年齢が変更され、「７５歳以上」となりました。（昨年は「６８
歳以上」）

自治会総会議案書訂正
自治会総会議案書

最終ページのコモア生活情報
誤

うえのクリニックの電話番号に誤りがありました。

66-3960

正

66-3690

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
八木（監修）
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

