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自治会からのご報告
平成２０年４月２０日に開催されました「第１６回コモアしおつ自治会定期総会」には、たくさんの会員の
方にご出席頂き誠に有難うございました。
い。

最終出席状況を下記の通りご報告いたしますのでご確認くださ

今後とも自治会活動にご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

定期総会出席状況報告
議決権総数

1209

議決権総数の 2/3

806

委任状数

885 名

出席者数

1 丁目

59 名

2 丁目

59 名

3 丁目

44 名

4 丁目

28 名

出席者・委任状数合計

1,075 名

第１６回総会の議案書の訂正のお願い
上記議案書にミスがありましたので、訂正をお願いします。
訂正箇所
①

３８ページ

（２）２丁目会計

収入の部

平成１９年度繰越額

支出の部

次年度繰越額

を

12,446,208 円

から

と

収支総括表
と

合計

合計

12,166,488 円

に訂正
②

６３ページ
を

病院の項目

６６－３９６０

うえのクリニック

から

の電話番号

６６－３６９０

に訂正

今月の役員会より
今年度のミュージックフェアの開催について役員会にて話合いが行われました。
定期総会でも報告した通り、ミュージックフェアに関しては運営方法を自治会主体から実行委員方式（募集
による住民参加）に変更していきたいと考えています。
「ミュージックフェア実行委員会」立上げの為の「準備委員会」を自治会内に設置して準備を進めて行きま
す。
アンケートでは５９名の方が実行委員に参加しても良いと回答を頂いています、今後掲示板や回覧で募集を
行っていきますので皆様の積極的な参加をお待ちしています。
今後の予定はおよそ以下の通りです。
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５月：準備委員会
・募集の準備、スケジュール、実行委員会の構成の検討
６月：実行委員募集
・広報、掲示板、回覧等で募集活動
実行委員募集説明会
・実行委員に参加を検討されている方への説明会を開催
第１回実行委員会開催
・実行委員の確定、実行委員長の選出、基本的な運営方法の決定
７月：第２実行委員会開催
・以降は実行委員会が主体となって企画、運営、準備を実施
・開催日、開催場所、内容
８月以降：実行委員会にて準備

総務渉外部からの連絡
＜新規登録団体承認＞
登録番号：H19-07
登録名：「ぞうれっしゃ」合唱団
代表者：星野

裕子

2-20-4

66-3791

団体紹介：歌を通して世代を越えた交流を図るとともに命の大切さを伝えていく。
原則毎月第２日曜日を練習とし機会があれば発表の場を設けたい。

環境防犯部よりのお知らせ
下記の通り会員全員参加による公園・緑道・外周道路の定例清掃を実施いたします。多数の参加をお願い致
します。

５月２４日（土）午前８時～９時まで
(雨天の場合次週に延期)

広報部からのお知らせ ……掲示板の利用方法……
掲示板の利用方法についてのお問い合わせがありますのでご案内します。
＊

掲示板は１，２，３、４丁目の各集会所前、コモアブリッジ上部、公正屋向いの歩道
の計６か所にあります（コモアブリッジには管理組合の掲示板もあります）。

＊

掲示板の利用にあたっては下記のようなことに留意してください。
（自主ルールがありますが、要点だけ記します）
①

自治会会員ならどなたでもご利用になれます。

②

原則として自治会広報部の承認印の押捺が必要です。

③

掲示物のサイズは A４判を基準としますが、大型のものについては
ご相談ください。

④

営利目的、政治活動、宗教活動、他人への誹謗中傷などの内容のも
のは掲示をお断りします。

⑤

掲示物については、掲示内容にある活動日（イベント日）等の終了
後掲示責任者が速やかに撤去してください。
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⑥
＊

ルール違反や無断での掲示物は、広報部が撤去します。

掲示板利用や承認印に関するお問い合わせは下記までお願いします。
広報部掲示板担当

山本

３丁目３－１

☎

６６－２８４３

散歩の途中で
さわやかな風の中、愛犬と毎日散歩してます。あふれる緑と色とりどりの花々、コモアの素晴
らしさを感じる毎日です。でも、たまに「オヤ？」と思う光景を目にすることがあります。
ポリ袋を手にして可愛いワンちゃんと散歩しているお父さん。愛犬のウンチはきちんと袋に拾
う、立派ですね。ところが、その先のゴミ籠にポリ袋をポイと捨てて知らん顔で行ってしまい
ました。私は「マナー違反じゃ……？」と思ったのですが、いったい規則はどうなっているん
でしょうね。私自身は持ち帰ってトイレで流します。
市役所の生活安全課で聞いてみたところ「明文化された規則はないけど、マナーとして家のト
イレに流すとか、畑の隅に埋めるとかしてほしい、犬の糞は可燃ごみではないから」とのこと
でした。
法律や規則になくても、良識ある行動をすることが大切ですね。
（S 生）

コモアニュース掲示板
コモア文庫２０年６月の予定
6月

4 日（水） コ モ ア 文 庫
移動図書館
6 月 18 日（水） コ モ ア 文 庫
移動図書館

14:00~16:00
14:30~16:00
14:00~16:00
14:30~16:00

6 月 25 日（水） おはなしの会

11:00~11:30

場所はいずれも３丁目集会所

第４８回ＬＰレコード・コンサートのご案内
緑の風を感じながら、協奏曲と歌曲の心地よい調べに包まれた至福のひととき、どうぞお気軽にお越しください。
・モーツァルト フルート協奏曲、クラリネット協奏曲
モーツァルト歌曲集から クローエに、春への憧れ 他
オペラ・アリア集から ある晴れた日に 他
日時：６月２１日(土) 午後２時～４時
場所：４丁目集会所
（お問い合わせ、ご連絡は 川島 ☎６６－２０５８・高田 ☎６６－４３２２まで）

コモアふれあい広場
上野原市社会福祉協議会の支援により地域に住む高齢者を対象に参加者とボランティアが企画運営をし、楽しい仲間づく
り、自分の生きがいづくりの場として開催しています。
内容・・・健康体操、血圧測定
日時：６月２日（第一月曜）１０：００～１５：００
６月９日（第二月曜）９：００～１２：００
場所：３丁目集会所
３丁目集会所
内容：小物作り
小物作り
会費：２００円
なし
井上：６６－２０６８
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プレイルーム・コモア

６月の活動予定

日時：６月１日（日）・１０日（火）・１５日（日）・１７日（火）・２４日（火）・２９日（日）
いずれも１０時から１２時
場所：４丁目集会所
事前連絡不要・参加費なしです。お気軽に遊びにいらして下さい。
現在１～２歳代のお子さんが多いです。日曜開催日は参加人数が少ないので就園児さんも是非遊びにいらして下さい。
おもちゃは持参しなくても OK です。
※事前連絡なしで急遽お休みとなる場合もあります。どうぞご了承下さい。
『おもちゃ病院』併設しております。どなたでも利用ＯＫです。
詳細は小島・木本まで。
小島：６８－８２２０ yuk-1117-iruka@ezweb.ne.jp
木本：０９０－９４９２－８９７２（おもちゃのお医者さん）

小倉百人一首によるカルタ会

６月の開催予定

６月 ５日（木）１３：００～１５：３０ １丁目集会所
６月１９日（木）１３：００～１５：３０ １丁目集会所
どなたでもお気軽にご参加ください。
百人一首カルタ会（鹿島尚利：６６－３４９６）

ネイチャーゲーム

ｉｎ

コモア

ネイチャーゲームで身近な自然を楽しみながら体験しよう！
今回のテーマ「大きな目でみてみよう．小さな目でみつけてみよう」
・日時：６月１日（日）午前９：３０～１２：００
・場所：コモアしおつ内公園 雨天は集会所など
・対象：どなたでも！小学２年以上はこどもだけの参加もＯＫ
・定員：２０名 先着順 参加費ひとり２００円（保険代含む）
申込みは電話、ファックス、メールで 名前、学年、電話、住所をお知らせください。後日くわしいご案内をいたします。
申込み、問合わせ
権藤
Tel／Fax ６６－３８９１（電話は１９時～２２時）
E-mail
m_gondo@k4.dion.ne.jp

コモアクラブ会員募集のご案内
『コモアクラブ』(老人クラブ)では会員を募集しています。
高齢社会の中で“友を作り、友情を育み、学びあい、助け合う”をモットーに、交流の輪を広げています。毎月第２火曜
日の例会（３丁目集会所）、機関紙「ひなたぼっこ」の発行、レクレーション行事、年１回の親睦旅行、有志による環境美
化奉仕活動、高齢者作品展への出品など多彩な活動を行っています。
会費はお一人１,０００円、ご夫婦で１,５００円(年間)です。
お気軽にご参加ください。
お問い合わせ、ご連絡は 田中 ３－３２－６ ☎ ６６－３８１１まで

広報部からのお知らせ
コモアニュース掲載原稿の受付
掲載希望の原稿は書面またはＥメールで受け付けます。締め切りは当月最初の水曜日です。
（期日厳守でお願いします）
＊書面の場合は次の広報部員のポストまでお願いします。
風間：２－２１－１１
金畑：４－４７－３
＊Ｅメールの場合は下記へお尋ねください。
古屋：６６－４６７０
山本：６６－２８４３
掲示物に関するお願い：次のことに注意してご利用ください（Ａ４判が基本です）。
禁止事項：営利目的、政治目的、誹謗中傷など
承認印は山本（３－３－１ ☎６６－２８４３）で預かっています。
発行：コモアしおつ自治会広報部
みんなの手で明るく住みよい街づくりを
山本（部長）小野塚（副部長）
西島、根岸、風間、古屋、金畑
金畑（友）
発行責任者：コモアしおつ自治会長 廣瀬召次 １－３２－２

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/

