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『第１７回定期総会』のご案内
日

時

平成２１年４月２９日(水)

場

所

四方津小学校

午前１０時～１２時

体育館

議案書の中に「出席届」
、「委任状」(欠席届)、｢質問票｣があります。
出席をご予定の方は｢出席届｣、欠席ご予定の方は｢委任状｣を、質問事項がおありの方は「質問票」をそ
れぞれ担当ブロック委員のところまで４月２２日までにお届けくださいますようにお願いいたします。

退任ご挨拶
平成１９・２０年度自治会活動に、会員の皆様にはご支援・ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。
今後も、新自治会スタッフにご協力頂けます様お願い申し上げます。
コモアしおつ自治会長 廣瀬召次

総務渉外部からの連絡
集会所の管理者が変わります
（１）集会所管理者の変更（予定）
平成２１年度の集会所の管理者をお知らせします。
◆ノース集会所(1 丁目) 菅原 一人 1-17-1 TEL：66-4029
◆サウス集会所(2 丁目) 細田 悦啓 2-31-12 TEL：66-3086
◆センター集会所(3 丁目) 有道 正之 3-3-2
TEL：66-6034
◆ウエスト集会所(4 丁目) 和智 秀二 4-43-4 TEL：66-4110

変更日

平成２１年４月３０日より

（２）集会所の鍵について
平日の 17 時まではコモアブリッジの上部ステーションに保管してある鍵をご使用ください。
土曜、日曜、祝日及び平日の 17 時以降は自治会の集会所管理担当が保管している鍵をご使用ください。
（３）ホームページからの予約
①ホームページ http://www.commore.jp/index.html
②ホームページ右上の集会所予約をクリックしてください。
③パスワードは「回覧板」に記載されていますのでご参照ください。
④集会所の予約取り消しはホームページから直接実施することはできません。お手数でも各集会所
担当者へ電話でご連絡ください。
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祝入学
平成２１年４月６日四方津小学校にて入学式がありました。
４４名の可愛らしい新１年生が誕生しました
黄色い帽子と黄色のランドセルカバーが１年生です。
まだまだ通学路にも馴れていません。困っている姿など見かけたらやさしく接してあげてください。

環境防犯部からのお知らせ
４月６日から１５日まで全国春の交通安全運動が実施されました。
当自治会でも、２１年度コモアしおつ交通安全協会評議員（予定）の方が中心になり、コモア内２箇所に交
通安全の幟旗を立てて頂きました。
春は小中学生の新入生が登下校時に慣れない道路の横断をする事が多くあります。コモア内の車の運転には
細心の注意をお願い致します。
３月２８日住民全員参加による定例清掃を実施いたしました。
参加いただいた皆様有難う御座いました。
今後とも定例清掃への積極的なご参加、ご協力をよろしくお願い致します。

コモアしおつ駐在所警察官異動のお知らせ
平成２１年３月、山梨県警察官の異動に伴い、これまで警察官として多大なる尽力をいただいた牛田警部補
さんが甲府へ転任されました。ありがとうございました。後任として、川住 裕樹警部補さんが３月２１日
付でコモアしおつ駐在所に着任されました。川住警部補さんには今後ともコモアしおつ地域の安全を守って
頂く為にもよろしくお願い申し上げます。

厚生福祉部からのお知らせ
４月１日付けで１丁目の民生委員さんの変更がありました。
新民生委員
１丁目２３－４
西出 百合子 様です。
よろしくお願いいたします。
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自治会からのお願い
会員さんからご意見が届きました。
コモアレーンでの自動車のスピードについて
コモア地内の制限速度が３０Km であることは皆さんご承知のはずですが、実際には６０～７０Km くらいと
思われる猛スピードで走行する車を見かけることがよくあります。
子どもさんや高齢者の多い街です。充分気をつけて走ってください。
大野方面から４丁目への道路について
カーブが多く急勾配なため、ついスピードを上げてしまいがちです。４丁目地内へ入ったあたりはすぐ住
宅地でよく子どもさんが遊んでいて、ドキッとしたお母さんも数多いとのことです。常に安全運転をお願
いします。

広報部からのお知らせ
4 月 29 日の自治会総会の終了後、広報部の業務担当者が下記のように代わります。
（１）「コモアニュース」の原稿受付 ―当月最初の水曜日が締め切り日です―
畠山〔3－16－2 ☎66－2268〕 進邦（しんぽう）〔4－48－4 ☎66－2090〕
・原稿はできるだけ E メールでお願いします。メールアドレスは上記担当者にご確認ください。
・書面による原稿の場合は、上記担当者のポストまでお願いします。
（２）「掲示板」掲出物の承認印の担当
浅井〔3－25－5 ☎66－2822〕
・掲示板の利用には、承認印が必要です。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。2 週間以上のものは改めて捺印を受けてください。
その他 : サイズは A4 判が基本です。

コモアニュース掲示板
コモア文庫５月の予定
５月

６日（水）

５月２０日（水）

第５８回

コモア文庫
移動図書館
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

場所はいずれも３丁目集会所

ＬＰレコードコンサートのご案内

「フルトヴェングラーのブラームス交響曲第 4 番」
今回は ロマン派の音楽を中心にプログラムしました。
日時 5 月 16 日（土） 午後 2 時～4 時
場所 4 丁目集会所
曲目 １ ヴァイオリン名曲集 チゴイネルワイゼン 愛の喜び 他
２ オペラ・アリア集 ある晴れた日に 私の名はミミ 他
３ シューベルト ピアノソナタ 第 13 番
４ ブラームス交響曲第 4 番

（お問合せ、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。
日時：・５月１１日（第二月曜）１０：００～１５：００
場所：・３丁目集会所
内容：・小物作り、健康体操、血圧測定
第一月曜日はお休みです。
会費：・２００円
☎井上：６６－２０６８
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小倉百人一首によるカルタ会

５月の開催予定

５月 ７日（木）１３：００～１５：３０ １丁目集会所
５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）

happy kids メンバー募集

！

！

！

「happy kids」は 2002 年 10 月にスタートし、今では今年 3 歳になるお友達約 20 名を中心にその保護者が集い、お互いに
親睦を深めながら、遊びの中からコミュニケーションを育てようと活動しています。
興味のある方はぜひ見学に来てください。
活動は主に 4 丁目の集会所で 10 時から行います。
事前の連絡は必要ありませんが、天候やお当番さんの都合などにより日程が急の変更になる場合があります。
日程等の詳細は下記のお問い合わせ先、もしくは 4 丁目集会所前の掲示板の予定表をご覧ください。
happy kids の概要
対
象
就園前の乳幼児とその保護者
活動日時
毎週 木曜日 午前 10：00～12：00 （月に 2～3 回）
活動場所
コモアしおつ内の集会所、公園など
活動内容
手遊び、体操、ゲーム、工作、食育など
運
営
３，４人でのお当番制（年２，３回）メンバーみんなで考えて楽しみましょう！
会
費
お子さん 1 人につき月 100 円とします。
お問い合わせ先：久村 66－3221
五十嵐 090－4759－6852

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）
原稿受付担当

畠山〔3－16－2

☎66－2268〕

進邦（しんぽう）〔4－48－4

☎66－2090〕

・書面による原稿の場合は、上記担当者のポストまでお願いします。
・E メールの場合は、メールアドレスを担当者にご確認ください。
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４月２９日まで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
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今号までは１９・２０年度の広報部員が担当して発行しました。至らぬ点が多々ありましたが、
会員の皆様のご協力、ご愛読に部員一同心からお礼申しあげます。
来月号からは新広報部が担当して発行いたします。
これからも一層のご支援をくださいますようお願い申しあげます。
平成１９・２０年度広報部員一同

