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＜今月の役員会より＞
【スポーツ公園の街路灯について】
学童通学の安全確保のため、スポーツ公園防犯灯の点灯再開に向けて準備を進めています。公園の中央にあ
る時計塔・高所灯は撤去、足下灯は点灯しない、高所灯照明器具（６基）を交換する方向で見積を依頼して
います。今後、会員の皆様に進行状況を随時報告してまいりたいと考えています。

【ミュージックフェア実行委員の募集の状況】
６月に２度実行委員募集の説明会を実施させて頂きました。前回の説明会では６名のご参加がありましたが、
まだ明確に実行委員を引受けて頂ける方はいらっしゃいません。
アンケートに実行委員に参加してもよいとお答えで記名があった方、出演者の方にも個別に案内を差し上げ
ていますがなかなか難しいようです。
何とか実行委員会を立ち上げたいと思います。再度、募集説明会を開催していますので皆様の積極的な参加
をお待ちしています。

【実行委員募集しています】
自治会役員・ブロック委員にはノウハウも不足しています。経験のある方・知識のある
方、一緒にやってだけませんか？
経験のない方でも、何かしてみたいと漠然とお考えの方も歓迎致します。
ぜひ一度ご連絡下さい、お待ちしています。
お問合せ

電話の場合 ℡66-2110
4-15-6 原田まで
メールの場合 qe6k-fkym@asahi-net.or.jp
コモアの風ホームページの場合 質問箱をご利用下さい
どの場合も 「実行委員募集していると聞いたのですが？」で結構です
宜しくお願いします。

文化部からのお知らせ
文化芸術祭の作品を募集します
☆

開催日時：９月２７日（土）、９月２８日（日）

☆

場

所：４丁目集会所

☆

搬

入：９月２６日（金）15 時～16 時

各自持参下さい。

☆

搬

出：９月２８日（日）15 時～16 時

各自お引取り下さい。

申し込み方法
☆

期

間：７月１５日～８月１０日

☆ 申し込み先：井上（４－２６－９

℡６６－２０７５）まで

電話もしくはメモを郵便受けに入れて下さい。
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☆

申し込みの必須項目
○ 氏名

住居番号

電話番号

○ 作品の種類（絵画、手芸、写真、書等）
○ 大きさ(下記の制限があります)
○ 出品数(下記の制限があります)
☆

制限項目
○ 絵画：長辺８０cm 以内(額を含む) ｶﾞﾗｽなし
○ 写真：長辺７０cm 以内(フレームを含む) ｶﾞﾗｽなし
○ 書：半切り以内
長辺 1m 以内

○ 手芸：折りたたんで

○ その他の作品は上記程度
○ 出品点数：お一人 2 点以内（極小の物は除く）
※必ず事前申し込みが必要です。
※お申し込みいただいた方には、8 月下旬あらためて詳細をご連絡します。

環境防犯部からのお知らせ
○

時計の公園の池の清掃を行います
７月１２日（土）時計の公園の池の清掃を行いました。その後学校の夏休みの期間中、８月末までの間公

園のふたつの池の水の循環を行います。（清掃は環境防犯部員により実施致しました。）
清掃をしたところ池には大量の石、コンクリート片等が投げ込まれていました。
池にはフナやコイなどの魚も放されております。石ころやゴミ等は絶対に投げ入れないで下さい。

時計の公園の池の現状
○

７月度草刈り清掃について
会員全員参加による外周道路、緑道、公園の草刈り清掃を下記の通り実施します。

会員、皆さんの多数の参加をお願い致します。夏休み期間中でもあり子供さんの参加大歓迎です。

７月２６日（土）午前８時～９時
（雨の場合８月２日に順延）
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自主防災委員会からのお知らせ
①

総合防災訓練

本年度の「コモアしおつ総合防災訓練」は平成２０年１０月１９日（日）に開催いた

します。なお、上野原市の防災訓練は８月３１日（日）実施の予定ですが、コモアしおつ自治会におい
ては同時開催は行いませんのでご了承下さい。
②

消防訓練

本年度の消火栓を使用しての訓練は、各地区別に開催いたします。下記のとおり、各

地区別の年間開催予定表を掲載いたしました。なお、地区別に限らず、ご都合のよい地区の訓練にご自
由に参加できます。皆様の積極的な参加をお願い申し上げます。

各地区別消防訓練予定表
開催回
１丁目地区
１
２
３
２丁目地区
１
２
３
４
５
３丁目地区
１
２
３
４丁目地区
１
２
３

使用消火栓

消火栓所在地

開催日

開始時間

第１０
第８
第９

消火栓
消火栓
消火栓

１－７－９
１－３１－１
１－４－２

付近
付近
付近

２０年 ９月２７日（土）
２０年１１月２２日（土）
２１年 ３月２１日（土）

１０：００～
１０：００～
１０：００～

第１
第２
第４
第５
第６

消火栓
消火栓
消火栓
消火栓
消火栓

桜扇
付近
スポーツ公園入口
２－４－８
付近
２－１８－５
付近
２ 丁 目 集 会 所 前

２０年 ７月２６日（土）
２０年 ９月２７日（土）
２０年１１月２２日（土）
２１年 １月２４日（土）
２１年 ３月２１日（土）

９：００～
９：００～
１０：００～
１０：００～
１０：００～

第１６ 消火栓
第１４ 消火栓
第１２ 消火栓

３－１８－８
３－９－９
３－４０－１

付近
付近
付近

２０年 ８月２３日（土）
２０年１１月１５日 (土)
２１年 ３月１４日 (土)

１０：００～
１０：００～
１０：００～

第２０ 消火栓
第２１ 消火栓
第１９ 消火栓

４－２５－４
４－３３－２
４－８－６

付近
付近
付近

２０年 ９月２７日（土）
２０年１１月２２日（土）
２１年 ３月２１日（土）

１０：００～
１０：００～
１０：００～

防災だより
今年度の市総合防災訓練は、8 月 31 日(日)に実施される事になりました。上野原市全域を対象ですが、コモ
アでは自主防災委員会が中心となって１０月 19 日（日）に開催いたします。
今年は『起震車』に来てもらい、「地震体験」を実施する予定です。
中国･四川省地震、岩手宮城内陸地震、巨大地震が立て続けに発生しています。予期せぬ災害とは言え、その
被災状況は目を覆うばかりです。
私たちの住んでいるコモアで、同様な災害に見舞われたとき被害を軽減するには、先ず住民相互の協力活動
が一番重要です。

防災訓練を通じて、予期せぬ災害への備えを見直す機会にしてください。
防災

日頃の備えのため

応急手当講習会（消防署主催）を実施します。
７月２６日(土) 9.30 から 12.00 まで

もみじホール

(参加希望の方は事前に、上野原消防署へお申し込みください。)
市から、防災知識及び防災力向上の一助として

非常用持出袋と「我家の防災チェックBook」が全戸に配布されます。

P. 4
（常持出袋には、それぞれご家庭で必要なもの常備品用意お願いします。
）
大規模地震、その他の災害に対して、防災訓練に積極的に参加して、予期せぬ災害に対する備えを万全に
してください。

上野原市防災指導員

川島秀夫

体育部からのお知らせ

７月１３日（日）巌中学校にて厳地区球技大会が行われました。
ソフトボール５チーム、ソフトバレーボール１２チームが参加し、熱戦を繰り広げました。
猛暑の中、コモア地区参加メンバーの大奮闘により、ソフトバレーボールＢチーム準優勝、ソフトボールは
準決勝にて同点の末、ジャンケンで４－５となり、惜敗となりました。
参加してくださった選手の皆さん大変お疲れ様でした。また、９月にはコモア球技大会を予定しています。
多くの皆さんの参加をお待ちしています！！

ソフトバレーボール表彰式

ソフトバレーボール競技風景

ソフトボール競技風景
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雨天の日は中止です
但し、後期最終日は参加賞を配布しますので雨天でも集まってください
スタンプカードはラジオ体操開催場所でも配布できます
参加賞・皆勤賞は最終日にスタンプカードと引き換えにさしあげます
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自治会からのお知らせ
「コモアの住民」さんから下記の件について広報への掲載依頼がありました。
①

犬の糞の後始末について

②

犬の鳴き声について（一日中鳴いている）

③

ピアノの音について

④

近隣の植栽が敷地境界線を越えている

① については、これまで何度も採りあげていますが、コモアの住民全体に関する公共のマナーとして、一
部の心ない愛犬家に一層の注意をお願いします。
外周道路外側の斜面の草の中に、ポリ袋の犬の糞が捨てられていることもあるようです。
「誰も見ていないから」という安易な気持ちでのマナー違反はやめましょう。
② ③ ④ については、ご近所づきあいに関することですが、面と向かっては言いにくいことでしょう。
自分の趣味や愛犬がご近所に対する「無意識の加害者」になっている場合のあることを考える必要があ
ります。ご近所に対する配慮もお忘れなく。
以上のほか、猫の糞に対するご意見もありました。
犬の糞はたいてい散歩中で、飼い主が知っていながら見ぬふりをすることが多いのでしょうが、猫の場合は
飼い主が知らないところで勝手に脱糞しているようです。
しっかりと躾けておいでの方も多いと思いますが、ご自分の飼い猫が、見知らぬ他人の庭で糞をしているか
もしれないことを考えてください。

駐在所から
～交通安全について～
（１）５～６月とコモアしおつ内での交通事故が多発しています。
衝突事故です。

多くは交差点内での出会い頭による

事故の原因は「いつも車が通っていないから大丈夫」といった慣れにより、

安

全確認を怠ったものでした。
もし相手が自動車ではなく、自転車や歩行者だったら…
てしまいます。

一瞬の油断や気の緩みから事故は起こっ

安全確認をよろしくお願いします。

（２）夏休みが始まります。子どもが巻き込まれる交通事故が多発する時期です。

交通安全について、

子どもに対しての指導はもちろん、大人も子どもと一緒に考えてみましょう。
◯ 歩行者は、
1. 道路を渡るときは横断歩道を渡りましょう。
2. 信号が赤の時はとまり、青の時は右左をよく見て車が来ないかを確かめてから渡りましょう。
3. 道路を横断中も、左右をよく見て車が来ないかを確かめましょう。
4. 道路や車のそばでは、絶対に遊ばないようにしましょう。
(この時期，コモア内では道路での花火遊びが問題になっています。）
5. 道路には飛び出さないようにしましょう。
◯ 自転車は、
1. 二人のりをしてはいけません。
2. 自転車でならんで走ることはやめましょう。
3. まわりが暗くなったら、かならずライトをつけましょう。
4. 信号をまもりましょう。
5. 交差点があるところは一度とまって右と左の安全を確認しましょう。
6. ヘルメットをしっかりかぶりましょう。
※

保護責任者は、小学生・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めましょう。
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コモアニュース掲示板
コモア文庫２０年８月の予定
８月のコモア文庫、移動図書館、おはなしの会はお休みいたします。

ＬＰレコード・コンサート番外編

「Ｊａｚｚコンサート」のご案内

通常コンサートはお休み、軽快なジャズのリズムで暑気払いをしたいと番外編を企画してみました。
ドリンク片手に乗りに乗った、ひと時を過ごしませんか。
Jazz レコードを（ブルーノート、ヴァーブ、アトランティック、ビクター等など）沢山持ち込みますので、出来る限りリ
クエストを中心に進める予定です。
カウント･ベイシー、オスカー・ピーターソン、マイルス･デイビス、MJQ、フランク･シナトラ等々耳慣れたサウンドで暑さ忘れをしません
か！
日 時 ８月９日（土）
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：８月４日（第一月曜）１０：００～１５：００
※第二月曜日はお休みです。
場所：３丁目集会所
内容：小物作り
会費：２００円
井上：６６－２０６８

プレイルーム・コモア

８月の活動予定

日時：8 月 5 日（火）・10 日（日）・12 日（火）・19 日（火）・24 日（日）・26 日（火）
いずれも 10 時～12 時
場所：4 丁目集会所
事前連絡も参加費も要りません。どうぞお気軽に遊びにおいでください。
現在は１～２歳のお子さまが中心になっていますが、日曜の開催日はわりと参加人数が少ないので、就園児さんのご参
加大歓迎です。おもちゃは持参なさらなくて結構です。
好天のときはビニールプールの設置を予定してます。
＊ 『プレイルーム』所有のおもちゃの無料貸し出しを始めました。
プレイルーム参加者以外の方でもご利用可能です。活動時間内にお越しください。
＊ 『おもちゃ病院』を併設しています。どなたでもご利用になれます。
『第 2 回 親子で体験 おもちゃの修理教室』を 8 月 24 日に開催する予定です。
詳細は後日掲示板でご案内します。
＊ 不要なおもちゃ、破損などで処分予定のおもちゃ、絵本などを譲ってください。
『おもちゃ交換会』で利用させていただきます。
お問い合わせなどは小島・木本（下記）までどうぞ。
小島 ☎ ６８－８２２０
yuk-1117-iruka@ezweb.ne.jp
木本 （おもちゃのお医者さん） ０９０－９４９２－８９７２

小倉百人一首によるカルタ会

８月の開催予定

８月 ７日（木）１３：００～１５：３０ １丁目集会所
８月２１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）

小倉百人一首によるカルタ会

８月の開催予定

８月 ７日（木）１３：００～１５：３０ １丁目集会所
８月２１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）
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資源ごみ回収部からのご案内
日頃から皆様のご理解とご協力をいただいて感謝しております。
今年度はすでに５月 11 日、7 月 13 日の２回行い、地域の方々の温かいご支援を頂戴しました。
回収によって得た収益金は、四方津小学校の図書などの購入にあてられます。
今年度はこれから下記のスケジュールで行う予定です。
詳細についてはそのつど回覧板、掲示板などでご案内いたしますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
（第１
回、第２回は終了）
第４回
11 月９日(９時〜 １０時)
第３回
９月 ７日(８時〜 ９時)
第５回 平成 21 年１月 18 日(９時〜 １０時)
第６回
平成 21 年３月１日(９時〜 １０時)
荒天時は中止になります。
四方津小学校資源ごみ回収部
岸田 ☎６６－３４９２

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
掲示板利用に関するお願い：次のことに注意してご利用ください。
禁止事項： 営利目的、政治目的、宗教活動、誹謗中傷など
掲示期間： ２週間を基本とします。長期間にわたるものは何度かに分けて掲示してください。
その他 ： サイズはＡ４判が基本です。
掲示承認印が必要です。承認印は山本（3－3－1 ☎66－2843）がお預かりしています。
みんなの手で明るく住みよい街づくりを
発行：コモアしおつ自治会広報部
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/
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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
掲示板利用に関するお願い：次のことに注意してご利用ください。
禁止事項： 営利目的、政治目的、宗教活動、誹謗中傷など
掲示期間： ２週間を基本とします。長期間にわたるものは何度かに分けて掲示してください。
その他 ： サイズはＡ４判が基本です。
掲示承認印が必要です。承認印は山本（3－3－1 ☎66－2843）がお預かりしていま
す。
みんなの手で明るく住みよい街づく
発行：コモアしおつ自治会広報部
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/

