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コモアの防災の日

避難訓練

参加者最多記録更新
8 月 27 日（日）コモア防災訓練に、多数参加いただき大変ご苦労さまでした。あいにくの
雨模様でしたが、昨年を大幅に上回る参加者数で訓練を実施することができました。天候に
関係なく、いつ起こるか分からない、災害に対して真剣に向き合ってくれたと思っています。
訓練には、上野原消防署に協力を仰ぎ消防自動車による放水訓練、上野原警察署吉田警部補の協力による、県
警ヘリの空からの救助訓練も取りいれ避難訓練にふさわしい行事を付加したのですが、あいにくの天候に阻ま
れヘリコプターの飛来は断念せざるを得ませんでした。今回は、管理組合によるエレベーター、エスカレータ
ーについての災害時の訓練も同時進行で実施していただきました。ブリッジの災害時訓練は、今後日程をずら
してでも、日ごろ使用している人々に参加してもらう必要がありそうです。今後の検討課題にしておきます。
双方含めて 433 人の参加者でした。災害は、予告なしにやってきます。どうか日ごろの備えを忘れずに！

施設問題協議会再開
８月２４日（木）市とコモア（管理組合･自治会）による施設問題協議会が再開されました。
管理組合便りで既にお知らせしてあるように、ブリッジ移管に関して市から山梨総研に依頼した結果のレポー
トがでました。協議会で、レポートに関する市の感想意見を求めました。その回答は、数年間ブランクになっ
た以前の協議会の時とまったく進展がなく、失望を禁じえませんでした。さらに、下水道問題その後の状況、
そしてコモアの公共施設の帰属と管理、これらの協定を結びたいと製本された用意周到な冊子を渡され、大変
な驚きを感じました。地上デジタル化とコモアの CATV の行方、についても説明を求めました。
（これについ
ては、９月 25 日四方津小で住民説明会を開くそうです。市「広報」参照）
コモアと市との関係、これからもしっかり実態を見極め、腰をすえた対応をしていかなければと、痛感しまし
た。次回開催は 10 月の予定です。

街路樹に毛虫異常発生
６月に街路樹に毛虫が発生し、市に対応をお願いしました。一時的に沈静化したと思われましたが８月末ご
ろになってまたまた大量発生しました。近隣の方から、多数の対処依頼を受けました。市にはそのつど対応方
申し入れていますが、「強い薬剤で虫を駆除することは可能だが、住宅地なので他のことへの影響も考えると
なかなか難しい」とのことです。
「コモアの皆さまの同意があれば、すぐにも対応する」との返事。HP「コモ
アの風」にも書きました。役員会でも皆さまの意見を聞きました。やはり「強い薬剤散布は控えてほしい」
「出
来るだけ害の少ない薬剤散布を・・」「当面している状況を解決するためにも、再度薬剤散布を」こんな意見
になりました。
コモアの皆さまの意見を取りまとめ、できる限り毒性の少ない薬剤散布をお願いしました。これとても、対症
療法

抜本対策にはなりませんが････

毛虫の大量発生に先手をとる対策、妙案はないでしょうか。
自治会長

川島秀夫
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平成 18 年度
9月3日

第 5 回役員会

第 5 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。なお、午後のブロック委員会は、１７日に全ブロック委員合同実施のため開催しませんでした。
自治会長

・防災の日

避難訓練に 433 人の多数参加。コモアの防災意識の高まりと同時に、日ごろの備

えの必要性を痛感した。
・共益費

備品管理在庫手当を行った。

・その他は
地区会長

自治会 NOW に同じ。

・２・３丁目地区特になし。
・4 丁目

新築中の家屋下請け業者の、雑な仕事で近隣が迷惑をこうむっている。元請けに注意

できないか。

専門部活動報告
総務渉外部

「集会所」「防災倉庫」の鍵の所有実態調査、確認を行う。

広報部

9 月号広報

IT 部

災害発生時の安否確認システムについて提案、説明があった。

文化部

ミュージック・フェアの全体ブロック委員会を 9 月 17 日（日）に行う。

6 日原稿〆

四方津小学校前三叉路に
11/3・4・5 の 3 日間
体育部

ミュージック・フェアの野立て看板を立てる。

文化芸術祭実施（プラザ 2Ｆレンタル・ルーム）

巌体育祭（10 月 8 日）巌中グランド、全戸配布して参加希望を募る、
（役員 10 数人要

青少年部

16 日発行予定。

ラジオ体操後半

各部協力願います）
8/21〜24

コモア球技大会（10 月 15 日）

毎回 100 人を超える参加があった。

しおつ地区球技大会（10 月 22 日）
境防犯部

草刈り清掃終了（9 月 2 日） ゴミかごネット在庫 1 あり、交通安全週間に際し安全協会の
「のぼり旗」設置活動。四方津小運動会時の交通整理。
枯葉、ゴミ拾い

11 月 25 日

10：00 から 11：00

防犯カメラ設置運営マニュアルを作成したので、検討してください。
厚生福祉部

コモア敬老会

9 月 17 日（日）11 時から桜扇。

対象 75 歳以上 124 人（8／1 現在）に、招待状出状した。

管理組合報告
小杉副理事長から、8 月 24 日に行われた施設問題協議会の詳細説明と、最近の管理組合関連懸案事項につい
ての報告があった。

コモア秋祭り
秋祭り実行委員会による、秋祭りが 9 月 2 日に行われました。前日までの雨も
上がり、好天に恵まれ

大勢の子どもたちで賑わいました。神輿をかつぎ、山車

を曳く元気な子どもたちで、はっぴ姿のお父さんたちも、大汗をかき一緒になっ
て楽しんだ秋祭りでした。多くの人々のご協力により、コモアの秋祭りは、大盛
況でした。
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自主防災委員会
いつ起こるか予測が出来ない災害に対する、避難訓練を実施いたしました。コモアの災害対策を考える時
通手段（道路、鉄路）が遮断され

交

さらに水道、電気、ガス、通信などのインフラが使用不可になり、完全に

陸の孤島化してしまう。こんな時どう対処したらよいのか。毎年この時期になると、結構真剣に考えたりする
のですが、一過性に終わってしまっています。今回の避難訓練に、昨年以上の人に参加いただきましたのは、
災害に対する関心の高まりだと思います。人的、物的被害を最小限で食い止める対策を常日ごろから持つ必要
があります。一人一人が日ごろの災害に対する考え方、備えを真剣に考える機会にしたいものです。
今回の訓練は

上野原警察署、上野原消防署、自主消防隊、全ブロック委員各位、
世帯数

住民の皆様との連携で実現できました。本当にご苦労様でした。

参加数

一丁目

336

119

二丁目

285

105

三丁目

239

80

四丁目

217

79

1077

383

（他にブリッジ参加 50 人）

体育部からのお知らせ
☆今年も巌体育祭りが、下記の通り開催されます！
・日時

：

１０月８日（日）

・場所

：

巌中学校グランド

８時集合、８時３０分開始

巌地区内恒例の各ブロック対抗の大運動会です。（巌体育会主催）
☆今年のコモア球技大会を、下記の通り開催します！
・日時

：

１０月１５日（日）

９時集合、９時３０分開始

・場所

：

四方津小学校グランド及び体育館

昨年と同様、種目はソフトボール・ソフトバレーボール・ドッヂボールです。（自治会主催）
何れのイベントも、スポーツの秋１０月に開催です。皆さんで楽しく気持ちの良い汗を流しましょう。参加し
て頂ける方は、配布済み、回覧中の各参加申込書に記入の上、各ブロック委員へ、９／２１日迄に提出して
下さい。ご近所同士、ご家族、友達同士で、誘い合わせてご参加下さい。

文化部からのお知らせ
文化芸術祭の詳細が決りました
皆さんの力作をより大勢の人に観ていただくために、３日間の開催といたします。
応募要領は、既に回覧でお知らせの通りです。大勢の人のご応募をお待ちしていま
す。
開催日
１１月３日（金）〜５日（日）
場 所
公正屋２階 イベントルーム
申し込み先
１−３０−８ 髙田 （TEL６６−４３２２）
ご不明の点は

髙田あて

お問い合わせください。
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コモアニュース掲示板
コモア文庫 10 月の予定

コモアふれあい広場へのお誘い

10 月 4 日（水） 文庫

14:00〜16:00

高齢者対象に仲間づくり生きがいつくりの場で

10 月 18 日（水） 移動図書館

14:30〜16:00

す。

10 月 25 日（水） おはなしの会

11:00〜11:30

日時

10 月 2 日（第一月）10：00〜15：00

場所

センター

内容

バザー用の作品作り

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

集会所

会費

100 円

第二月曜日は体育の日につき中止致します
連絡先：井上(66-2068)

第 3 回資源ごみ回収のお知らせ

インフルエンザ予防接種（上野クリニック）

第 3 回資源ゴミ回収を下記日程で行いますので、ご協力

本年度のインフルエンザ予防接種は 9 月 25 日（月）

の程よろしくお願い致します。

より予約開始させて頂きます。

日時：１０月１５日（日）９時〜１０時

受付時間は混雑を避けて１４：００〜１７：００

☆ 詳細はポスター等で連絡します。

の間にお願いします。

四方津小学校 PTA 資源ごみ回収部

不動田 63-5625

上野クリニック

℡ 0554-66-3690

自治会からのお知らせ
厚生福祉部
住民の皆さま相互の親睦を目的として、３回にわたり「ナツメロを楽しむ集い」を開催します。
第 1 回は、１９６０年代の曲を楽しむ予定です。多数のご参加をお待ちしています。
日時

１０月８日（日）

15：00（午後 3 時から）

場所

１丁目（ノース）集会所

田中

1-26-5

環境・防犯部
・ 秋の交通安全旬間が 9 月 20 日から始まります。これに合わせて恒例の幟旗をコモア外周道路に設置しま
す。安全運転にご協力をお願いします。
・ 10 月 28 日（土）9:00‑10:00 公園・緑道の清掃（雨天の場合は中止、順延はありません）

★自治会役員・ブロック委員各位へのお知らせ★
10 月 1 日（日）役員会・地区別ブロック委員会は、ミュージック・フェアのため

10 月 7 日（土）に変更

いたします。

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

掲示物に関してのお願い：掲示期間終了後、掲示者が責任を持って撤去するようお願いします。
みんなの手で明るく住みよい街づくりを
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