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第 15 回ミュージック・フェア 開催
今年も盛況裡に終わる
10 月 1 日

第 15 回ミュージック・フェアが、開催されました。午前中の小・中・高生のコーラス・吹奏楽、

午後はコーラス・ドルチェに始まり、最後は久々のフィーリング・ジャズ･オーケストラのビッグ・バンド・
サウンドで締めくくりました。お昼ごろから降りだした雨もほとんど影響がないくらい、多数の入場者があり
主催者側として大変うれしいかぎりでした。午前の部では、出演する子弟のご両親の真剣なまなざし、午後の
部は、音楽に親しむ人々のリラックスした様子が印象的でした。音楽を通して楽しいひと時を共有できた、コ
モアの秋の楽しい一日でした。

南北緑道の剪定
市建設課が実施
空は澄み、秋も深まり、木々も色づきコモアのもっとも美しい季節がやってきました。私たちコモアの住民が
美しさを満喫する一方で、木々は冬支度に入り、大量の落葉を散らしはじめます。皆さまの周囲の環境整備に
ついても、ご協力よろしくお願いいたします。
外周道路の並木は、市による剪定作業が入る年です。それと同時に昨年来の約束で、時計の公園を中心に南北
の緑道も、市による剪定作業を実行してもらいます。暗くなるほど生い茂ってしまった木々の剪定を、やっと
実現できることになりました。具体的な作業に入る前に、市の職員と個々の木に対する対応方法を、一本一本
確認しました。市職員がその結果を、再確認しながら、木にテーピングをしていきました。
（赤＝業者剪定

黄＝職員剪定

青＝業者伐採）

10 月末には、一部作業に入る予定なので、色分けしたテープをご覧になりご意見ご要望がありましたら、地
区環境防犯部長へお申し出ください。できるだけ皆さまの要望を取り入れて実施するとの市の了解を頂いてい
ます。
（今年度以降は（緑道に関して）市による剪定作業を、まったく望めない（今年度限り）ので、伐採・剪定
など、かなり強めの作業工程になっている事も含めて、確認の上ご意見ご要望をお願いします。）

協定書問題検討
管理組合と協議
市との第 2 回施設問題協議会に臨むため、協定書の内容について管理組合との協議を行いました。コモア内
諸施設について、市との帰属と管理を明確にするもので、今日まであいまいなまま管理運営されてきたものが
多々あります。それらの帰属と管理を明確にしていく協議で、まずこれらの協議の課題を住民の皆さまに開示
了解を得て、市との協議会に臨む予定です。
今回の管理組合との協議で、個々の施設物件について確認を行いました。その内容の詳細を、住民の皆さまに
お知らせする作業を、現在鋭意管理組合で進めています。
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防犯カメラ
運用マニュアル作成に着手しました。機器の設置についての目途がまだ立っていませんが、並行して進めてい
ます。機器の設置については引き続き積水ハウスが、協力的に動いてくれています。全体のイメージが明確に
なり次第、住民の皆さまのご意見も聞き具体化をしていきたいと思います。
自治会長

平成 18 年度
10 月 7 日

川島秀夫

第 6 回役員会

第 6 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。午後は地区別にブロック委員会を実施。3 丁目地区は、集会所が他に使用されているため休会。
自治会長 ・ 外周道路沿い害虫駆除

市と交渉しながら駆除を進めてきたが、常に発生後の対症療法的で根

本解決には至らなかった。今後の課題である。
・ 自主防災委員会
・ 10 月

共同募金

今年も AED 実施訓練を 12･1 月に実施予定
募金箱を使用して行う。

・ 2011 年デジタル化の説明会を 9 月 25 日四方津小で実施。
・ その他は
地区会長

1.丁目

・

自治会 NOW に同じ
路上駐車少なくなった。時計の公園

池の橋下に

ごみ流入防止ネットをつけます。

2・3・4 丁目地区特になし

専門部活動報告
広報部

10 月号広報

11 日原稿〆

21 日発行予定

文化部

ミュージック・フェアの役員ブロック委員のご協力に感謝。全体の総括感想は、別紙（役員
会のみ）に書きました。文化芸術祭は、11 月 3･4･5 日に開催。これから準備に掛かります。

体育部

巌体育祭（10 月 8 日）巌中グランド。コモア球技大会（10 月 15 日）ソフトボールは、参
加者少ないため中止、ソフト・バレーとドッジ・ボールのみで実施

青少年部

しおつ地区球技大会（10 月 22 日）詳細は別途連絡します。

環境防犯部

交通安全週間終了。10 月 28 日（土）9.00〜10.00 清掃日。ゴミ箱補修します。
防犯カメラ設置運営マニュアル、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 時から桜扇にて実施。

対象 75 歳以上 122 人参加者 40 人、当日ダイヤモンド婚 2 組、金婚式 2 組表彰記念品を手
渡した。ナツメロを楽しむ会

10 月 8 日

ぜひご参加ください。

管理組合報告
小杉理事長から「下水道共用について、市からの住民への確認作業が始まる。汚水処理場は廃棄処理
になる。施設問題協議会の検討に入った。住民向け、回覧で周知したい。その作業を開始した。」
その他検討事項

募金活動について、（赤十字募金、みどりの募金）募金活動のための煩雑さ、集計作業な
どを考慮に入れれば、次年度以降、自治会予算化して個別募金活動は廃止したらどうか（3
丁目会長より提案）

次年度予算案作成時に再検討する事とした
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地区ブロック委員会
会場の都合で 3 丁目のみ未開催ですが、1･2･4 丁目地区でブロック委員会を開催しました。
午前中の役員会報告を中心に各地区とも熱心な意見交換を行いました。
地区別の主な意見は
1 丁目地区

南北緑道の剪定明るくなってとても有難い

2 丁目地区

南北緑道の剪定問題で、せっかく育った木を切ってしまうのはどうか。もう一度見直してほ

と歓迎された。

しい。と要望があった。
4 丁目地区

新規入居者が急増しているので、ブロック分割を考えている（総務）
ゴミの出し方のマナーが、依然として守られていない。対策はないのか。

自主防災委員会

今年も

AED を使用して

救護訓練･応急手当訓練を実施予定です。（12 月、1 月）

詳細は別途ご案内いたします。
今回は、1 丁目集会所、2 丁目集会所で予定を組みますので、多くの参加をお願いします。

AED(自動体外式除細動器)とは･･･
心臓の心室が小刻みに震え、全身に血液を送ることができなくなる心室細動等の致死性不整脈の状態を、
心臓に電気ショックを与えることにより、正常な状態に戻す器械です。
医師や救命救急士に限られていましたが、平成 16 年 7 月からは救命の為であれば一般市民でも使用でき
るようになりました。音声ガイダンスにより誰でも簡単につかえるようになっています。
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コモア

ミュージック・フェア開催

10 月 1 日（日）四方津小学校で、第 15 回ミュージック･フェアを開催しました。
地元の小・中・高生の吹奏楽・コーラス・ジャズバンドなど

秋の一日、音楽を通じて楽しいひと時を過ごす

ことができました。午後はあいにくの雨になってしまいましたが、コモアの皆さまに加え
数来場され、昨年を上回る入場者で賑わいました。

巌地区の方々も多
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敬老会開催

40 人が元気に参加
今年度の「コモアしおつ地区敬老会」は、9 月 17 日（日）午前 11 時半から「桜扇」で開かれました。
対象者（75 歳以上）122 人のうち 40 人（出席率

約 33％）が参加。 “飲んで

食べて

ダベッテ 和やか

な雰囲気の中、あっという間の 2 時
間の宴でした。
「もっと時間が欲しかった」
「まあま
あの料理」
「もっと刺身があれば･･･」
など色々注文が出されたが、
「ふだん
会えない人とおしゃべりができたし、
長生きはするもんだ」との感想が大
勢を占めたようです。
ことしもダイヤモンド婚 2 組、金婚
式 2 組のご夫妻が、市から表彰を受
け記念品、賞状を授与されました。
参加者は閉宴後、玄関先で記念写真
を撮り、再会を約して散会しました。

巌体育祭
10 月 8 日（日）巌体育祭が開催されました。昨年は雨で中止になりましたが、今年は雲ひとつない秋晴れの
快晴、コモアは役員を含め約６０名の参加がありました。巌地区の皆さんが集まり、７ブロックに分かれて色々
楽しい企画を盛り込んだ競技を行いました。
コモアは、第五位という結果でしたが、参加した皆さんが多数の種目に出場していただき大汗をかきました。
今年は、連休の真ん中だったためか、参加された方が少なめだったですが、秋晴れのスポーツに興じた一日大
変楽しい体育祭でした。来年は、ぜひもっと大勢の参加をお願いします。
出場していただいた皆さん、ありがとうございました。
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コモアニュース掲示板
コモア文庫 11 月の予定

ＬＰレコード・コンサート
14:00 から

11 月 1 日（水） 文庫

14:00〜16:00

１１月１8 日（土）

11 月 15 日（水） 移動図書館

14:30〜16:00

今回で３０回目を迎えます。

11 月 22 日（水） おはなしの会

11:00〜11:30

ベートヴェン

交響曲第８番

3 丁目集会所

他

クラッシック

音楽で午後のひと時をどうぞ！

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

（コモア・クラブ

高田･川島）

コモアふれあい広場へのお誘い
高齢者対象に仲間づくり生きがいつくりの場です。
日時

11 月 6 日（第一月）10：00〜15：00、
内容

日時

場所

集会所

センター

集会所

会費

100 円

毛糸の帽子、亀さん、ソックスなどの小物作り

11 月 13 日（第二月）9:00〜12:00
内容

センター

場所

小物作り
連絡先：井上(66-2068)

自治会からのお知らせ
厚生福祉部
「第２回ナツメロを楽しむ集い」を開催します。
今回は、主に 1950 年台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

11 月 5 日（日）午後 3 時〜

場所

1 丁目（ノース）集会所

環境・防犯部
☆ 「秋の交通安全運動」ご協力ありがとうございました。
☆

10 月 28 日（土）9:00‑10:00 公園・緑道の清掃を行います（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★
次回、役員会・ブロック委員会は通常通り、11 月 5 日(日)です。
役員会：AM9:30〜12:00

2 丁目集会所、

ブロック委員会：PM1:30〜3:00

各地区集会所

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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