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近く南北緑道剪定に着手
一部見直し
前号でお知らせしました緑道剪定のマーキングについて 2 丁目の一部の人から強
い要望が入りました。11 月 7 日（火）市職員と 2 丁目中桐会長、鷹取副会長立ち
会いのもと再確認マーキングの手直しを実施し、本格的作業に入ることになりま
した。
（今回の剪定について市は今年度限りと言っていますが、市管理の公園なので、
今後の問題として引き続き協議していきたいと考えています）

四方津駅入口･駐輪場の整備
巌区長会・市長再陳情
去る 5 月 31 日奈良市長あて、陳情した四方津駅進入道路の駐輪場整備の件、何の回答もないままでした。10
月 30 日に再確認と実行を迫る意味で、区長会三役で再度陳情を、行いました。その結果、関係部課長と話し
合いし、「今年度は予算的に無理であるが、来春早々に着工する」との確約を引き出すことができました。国
道 20 号から駅への進入混雑が緩和されることになります。

緑道の足下灯･塗装
管理組合・自治会共同で
緑道の足下灯木部が、腐食や塗装が剥げて劣化が激しいため、管理組合・自治会有志で一斉に塗装作業をする
ことになりました。塗料・刷毛などを購入し約 30 人ほどの参加（予定）で、一気に塗り替える計画です。11
月 19 日（日）午前 9 時

時計の公園集合です。お手伝いいただける人、大歓迎です。
地区名

募金額

ご協力ありがとうございました

一丁目

50,155

みなさまのご協力により、募金額は 162,626 円になりました。地区別の募

二丁目

44,709

三丁目

40,551

四丁目

27,211

合計

162,626

共同募金

金額は、右の表のとおりです。全体を取りまとめ巌支所に届けてまいりま
した。 今回の募金活動について、役員会で、ブロック委員の負荷を考慮
して自治会として予算化し一括納付、募集活動は廃止したらどうかとの提
案がありました。次年度への検討課題としておきたいと思います。

茶話会開催決定
5 日の役員会で、12 月一杯を目途に、茶話会を開催することになりました。ブロック委員会で、ブロックご
との開催日程･時間調整を行いましたので、間もなく皆さまのところに開催日時の連絡をします。来年度はブ
ロック委員の改選時期に当たります。次期ブロック委員は必ず参加お願いいたします。身近な問題、気になる
ことなど、自由闊達な意見交換の場にしていただきたいと思います。

自治会長

川島秀夫
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平成 18 年度

第 7 回役員会

11 月 5 日 第 7 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しました。
自治会長 ・ 施設問題協議会

協定書締結に関する問題点。全戸回覧にて、協定書の提示を行ったが各地区

の反応はいかがでしたか。11 月中に市との会合を持つ予定でます。
・ 下水道接続問題は、行政が動き出した。住民の確認を終えてから次のステップに入ることにな
る。
・ 自主防災委員会 「AED 使用による救護訓練」12 月 17 日（日）2 丁目集会所にて実施。
（上
野原消防署へ協力依頼済み）

Ｈ19 年１月に「日本赤十字社」の協力で同様の訓練を、１丁

目集会所で実施予定。
・ 自治会各部イベント問題の調整、コモアと巌地区の関係。要調整･要検討。
自治会 NOW に同じ

・ その他は
地区会長

1.丁目

ファーマーズ下にイノシシが出た。市から防護網を貰い設置を行った。

２丁目

緑道問題

３丁目

風の公園の樹木

・

１１月７日市職員と再点検の予定
剪定できないか

住民からの強い要望あり。

自治会組織スリム化と関連する規約改正についての提案（役員会別途資料）

専門部活動報告
総務渉外部

茶話会

ブロック単位の実施報告書作成します。各地区実施後、提出願います。

広報部

11 月号広報

ＩＴ部

ＨＰの掲示板に 「地上デジタル関連」及び「信金駐車場を私用駐車場のように使用してい

8 日原稿〆

18 日発行予定

る車」に関する書き込みがあった。
文化部

１１月３日から５日午後３時まで
450 人盛況でした。

体育部

文化芸術祭開催。 出展参加者約６０人、来場者数

約

皆さまの協力に感謝いたします。

巌体育祭（10 月 8 日）コモア球技大会（10 月 15 日）が無事終了しました。
当日ご協力いただいた皆さんどうもありがとうございました。

環境防犯部

10 月８日巌体育祭の交通整理実施。

10 月 28 日（土）草刈り清掃、１１月２５日 9.00〜

10.00 清掃日、終了後役員は四方津小校門集合

トンネルまでの枯葉清掃を行います。 ゴ

ミ箱破損がありましたら補修します。
防犯カメラ設置運営マニュアル、検討してください。

管理組合報告
村上副理事長から

上野原ＣＡＴＶ連絡協議会についての説明があった。管理組合として

コモアの既存

配線は使用可能なのか。 コモアの宅内配線はコモアのことを良く分かっている業者を選定するのが良い
のでは。検討が必要かもしれない。
その他検討事項

登録団体申請が 1 件 =「競技麻雀同好会」
ボケ防止を主目的

代表者

三浦信行

2-26-1

「呑まない、吸わない」で集会所使用したい

賭け麻雀は、町の雀荘と同じになる。この点の明記がない。再確認の事。保留
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地区ブロック委員会
各地区のブロック委員会を開催いたしました。
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。
同時に各地区の共同募金集計を行いました。地区別の募金額は 1 ページに記載のとおりです。皆さまのご協力
により昨年を大幅に上回る金額になりました。ご協力ありがとうございました。
ご参考（Ｈ17 年

139,932 円、

Ｈ18 年

162,626 円）

自主防災委員会

AED を使用して

救護訓練･応急手当訓練の日程が決まりました。

日時
場所

12 月 17 日（日） 午前 9 時 30 分から 12 時
2 丁目集会所
上野原消防署 消防隊員による救助訓練

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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県東部地区

総合防災訓練

10 月 22 日（日）島田地区で実施
県東部地区に直下型巨大地震発生を想定して行われ、県知事も参加さ
れ大規模な総合防災訓練でした。
私は

上野原市防災指導員会会長として招待され参加してきました。

災害救助に、自衛隊、県警、消防本部、地元警察、地元消防団他

多

方面に亘る参加者により訓練実施を行いました。
ヘリコプターを使った救助訓練や、消火訓練。崩壊した家屋からの救
助や、道路、通信、電話、電気、ガス、などインフラ回復訓練、など
など。
さらに震度 5・6 の体験コーナーは長蛇の列でした。次々と救助訓練
を見せられて、平常心で見ているので感心もしましたが、いざ自身が
災害の渦中に入ってしまったら、これらのどこまでできるのか、考え
させられた 1 日でした。
さらに、コモアの場合巨大地震が発生した場合は、孤立化が間違いな
いとされている中で、最低限どこまでの備えをしたら良いのか、本気
で考えねばならないと感じています。
自主防災委員会で

「コモアの防災問題を考える会」を、近々中に開催して検討をしたいと考えています。
（川島記）

*テレビが映らない

ＣＡＴＶ

故障発生！

広範囲に影響

11 月 7 日（火）早朝から多くの家庭でテレビがまったく映らない状態となりました。復旧は 11 時過ぎ
までかかりました。故障箇所は、1-15-1〜2 付近の電源供給器（ヒューズ切れ）で、1・3・4 丁目のか
なりの範囲に影響がありました。
この間事情がまったく判らず、ＴＶの故障と思った人や問い合わせをどこにしたら良いのか、一時騒然
としました。比較的早く復旧できたから良かったですが、緊急の場合の情報伝達方法を考える必要があ
りそうです。
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文化芸術祭が開催されました

恒例の文化芸術祭を、本年度はミュージック・フェアとは切り離して
11 月 3 日から 5 日までの 3 日間、公正屋２階のレンタルルームで開き
ました。
３日間の開催とあって例年よりも多数の出展があり、出展者数６０人、
出品数は１００点を超えて、その内容も力作揃いで、広い会場を埋める
ことが出来ました。

当日は上野原市文化祭（第１回）と重なりましたが、その相乗効果か
入場者は予想をはるかに超えて延べ約４５０人の人々に、熱心にご覧
いただき、作品のレベルの高さと、出展者の意欲の高さに対して惜し
みない賞賛を戴きました。
文化部長

高田一信

コモア球技大会

10 月 15 日に四方津小学校でコモア球技大会が開催され、役
員を含み約 70 人が参加されました。秋晴れの気持ちの良い天
気のもと、屋内競技でしたが皆さん良い汗をかかれたと思い
ます。今年は、残念ながらソフトボールの参加者が少なく中
止となりました。ソフトバレーでは男性軍がママさんチーム
に果敢に挑戦しましたが、返り討ちに合い惨敗でした。
ドッヂボールでは、ちびっ子パワーが炸裂して審判員もタジ
タジ状態でした。とても和気あいあいとした和やかななかに
も緊張感あふれた球技大会でした。
参加された皆さんどうもお疲れさまでした。
体育部長

北村

斉
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コモアニュース掲示板
コモア文庫 11 月の予定
12 月 6 日（水） 文庫

ＬＰレコード・コンサート

14:00〜16:00

第 31 回

12 月 17 日（日）

14:30〜16:00

移動図書館

レコードコンサート
ＰＭ

2：00

11:00〜11:30

4 丁目集会所

文庫

14:00〜16:00

ベートーヴェン･チクルス最終回

移動図書館

14:30〜16:00

12 月 20 日（水） おはなしの会

今月のおはなしの会は

交響曲第 9 番

「合唱」（ＤＶＤ）

その他クリスマス音楽を企画しています

3 週目に変更になります。

日曜の午後のひと時を

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

クラッシック音楽で過ごしませんか

（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

12 月 4 日（第一月）10：00〜15：00、
内容

日時

センター

集会所

場所

センター

集会所

会費

100 円

食事会とおしゃべり

12 月 11 日（第二月）9:00〜12:00
内容

場所

小物作り
連絡先：井上(66-2068)

自治会からのお知らせ
環境・防犯部
☆ 10 月 28 日（土）公園・緑道の清掃を実施しました。多くの皆さんのご協力ありがとうございました。
☆ 11 月 25 日（土）9:00‑10:00 公園・緑道の清掃を実施します。今年最後の清掃になりますので、皆さん
のご協力をお願いします。（雨天の場合は中止で順延はありません）

★自治会役員・ブロック委員各位へのお知らせ★
*12 月中に

茶話会の実施を

お願いいたします。尚

お願いします。

集会所の手配等

終了後は茶話会の内容を

地区内で連携をとってスムーズな運営を

実施報告書にて

各地区会長宛ご報告ください。

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

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

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/
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