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役員会からのご報告

自治会会長就任あいさつ
自治会会員の皆様へ
みなさま、変わらぬご協力有難う御座います。今年もマナーを守り緑道・
公園の清掃等の活動に積極的ご参加をお願いいたします。
私たち役員・ブロック委員も、みなさまのご協力に応え「住みよいまち」
になるよう努めてまいります。
平成２２年度自治会会長 栗生久志

自治会からのご報告
第 18 回コモアしおつ自治会定期総会について
平成２２年５月９日に開催されました『第１８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。
最終出席状況を下記の通りご報告いたしますのでご
確認ください。今後とも自治会活動にご理解・ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
なお、質問票と当日いただいたご質問については、回
答を含めて後日お知らせいたします。

【定期総会出席状況報告】
議決権総数

1267

議決権総数の 2/3

845

委任状数

925 名

出席者数

1 丁目

47 名

2 丁目

54 名

3 丁目

51 名

4 丁目

32 名

出席者・委任状数合計

1109 名

出席率（％）

87.5 ％
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第１８回総会の議案書の訂正のお願い
総会前に議案書の正誤表を配布致しましたが、更にミスがありました。お手数ですが訂正をお願い致します。
＜訂正箇所＞（①と②は正誤票に記載済みです）
① ８ページ ２．報告事項 集会所の水道光熱費のうち電気料金の合計欄
（誤）３７５，３３０円
→（正） ２７５，３３０円
②

７７ページ コモアフリーマーケット代表者 氏名 住所
（誤）水溜真奈美 3-30-1 →（正）原田香織 3-21-2

③

７５ページ 上野原交通安全協議会巌支部コモアしおつ評議員 ４丁目 岩木 隆 様 電話番号
（誤）６７－８５０１
→（正）６６－３３８２

総務渉外部からのお知らせ
新規登録団体が承認されました。以下にご紹介します。
団体名称
代表者名
学悠 22

荒井良治
街区番号 3-25-3 電話番号 66-4362

スタジオ
キャンドルナッツ

半澤千恵子
街区番号 3-23-2 電話番号 20-6086

団体の紹介
心豊かな人間関係を深め、毎日を楽しく生きる
為、趣味を通して活動し健康づくりと地域の親
睦を深める(議案書に掲載済み)
美しいハワイアンメロディに合わせて、フラダ
ンスを楽しみ、協調性を持ち、互いに親睦を図
ります。

体育部からのお知らせ
来る６月２７日（日）上野原西中学校にて、第２７回巌地区球技大会が開催されます。募集は後日自治会
回覧にて実施予定ですので、皆さん、ふるってご参加下さい。競技種目は、ソフトボールとソフトバレーボー
ルを予定しています。

写真は昨年度の大会風景です
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コモアニュース掲示板
第７０回 ＬＰレコードコンサートのご案内
-------ベルリオーズの「幻想交響曲」--------日時 6 月 26 日（土） 午後 2 時～4 時 30 分
場所 4 丁目集会所
曲目 「軽騎兵」序曲、
「セヴィリアの理髪師」序曲、
「魔弾の射手」序曲
リスト ピアノ協奏曲 2 番
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 30 番
ベルリオーズ
幻想交響曲
（お問い合わせ 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。
６月予定
日時：６月７日（第１月曜）１０：００～１５：００

日時：６月14日（第２月曜） ９：００～１２：００

場所：３丁目集会所

場所：３丁目集会所

内容：小物作り

内容：小物作り

会費：２００円

会費：なし
井上：６６－２０６８

コモアクラブ（老人クラブ）へどうぞ！
コモアクラブはいま６０人余のメンバーで、こんな活動をしています。
＊人と人との温かい交遊 … 毎月一回の例会を開催（第２火曜日に３丁目集会所）
機関紙「ひなたぼっこ」の発行（例会で配布）
新年会、年一回の一泊旅行
＊地域社会への奉仕活動… 有志によるコモア地区を中心とした環境美化活動
＊生きがいと健康づくり

… クラブ員を中心としたグラウンドゴルフ、カラオケ等の活動

・ 会費 年間 １,０００円（ご夫婦は二人で １,５００円）
そのほかいろいろと楽しいことを計画しています。仲間との新しいお付き合いが始まります。どうぞお気軽にご参加ください。
お問い合わせ、お申し込みは

田中 66-3811

川口 66-2468

中桐

66-3436 まで

コモアフリーマーケットのお知らせ
コモアフリーマーケットの担当が変わりました。
今までは年２回の開催でしたが、今年から３月、６月、９月、１２月の年４回を計画しております。
次回は６月１３日(日)を予定しております《雨天時は６月２０日(日)》
。詳細は掲示にてお知らせ致します。
原田：６６－２４７２

コモア アコースティック ライブ

Ｖｏｌ．２ 開催！

コモア アコースティック クラブでは以下の日時でライブイベントを開催します。
日時：６月５日（土） １４：００～１７：００

場所：上部ステーション前広場

（雨天の場合は三丁目集会所）

皆様にお馴染み曲を歌い、演奏します。年配の皆さんにもお馴染みの歌をそろえました。
懐かしいあの歌、思い出のあの曲を一緒に楽しみませんか？
飲み物を片手に、お気軽に遊びに来て下さい。
（お問い合わせ、ご連絡は 立川 ☎６６－２８９０）
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四方津小学校ＰＴＡ 平成 2２年度資源ゴミ回収のお知らせ
四方津小学校ＰＴＡの資源ゴミ回収につきまして、日頃よりご理解とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
今年度は、5/10 に第 1 回目の回収を行いました。ご協力ありがとうございました。今後も下記の要領で回収を行いたいと存じますの
で、何とぞご協力のほど、よろしくお願いいたします。
※本年度は回収日が土曜日になりました。また、回収時間が年間を通じて９時～１０時となりました。
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
平成 23 年 1 月 29 日
日
付
７月３日
９月４日
１１月６日
３月５日
時
間
９～10 時
☆当日は、体育館前駐車禁止となります。ご協力お願いいたします。
ご質問等ありましたら、小俣 66-4556 までご連絡ください。

ネイチャーゲーム in コモア 「どうぶつのふしぎみつけよう」
時：
６月６日(日) ９：３０～１２：００
場 所：
コモアしおつ風の公園、緑道など
雨天のときは４丁目集会所でおこないます
対 象：
親子、子ども(小学２年以上は子どもだけの参加もＯＫ！)
参加費：
ひとり１００円 (保険代を含む)
ネイチャーゲームは楽しみながら自然にふれあう活動です。自然の美しさやおもしろさを発見したり、生き
物や環境への思いやりの心が育まれます。地球もコモアも子どもたちのふるさとです。
申込み・問合せ 権藤みどり m_gondo＠k4.dion.ne.jp QR コードを読み込んでもメールが送れます。
tel/fax ６６－３８９１ 電話は夜７時～１０時にお願いします、後ほど詳しいご案内をします。

広報部からのお知らせ
コモアニュース掲示板掲載原稿の受付
掲載希望の原稿は書面またはＥメールで受け付けます。次号の締め切りは６月９日（水）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。
しんぽう

畠山：３－１６－２
進邦：４－４８－４
＊Ｅメールの場合は右記へお送りください。commore2009@yahoo.co.jp
2010 年度となりましたが、アドレスは変更していません。ご注意ください。
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
承認印は浅井（３－２５－５ ☎６６－２８２２）で預かっています。

みんなの手で明るく住みよい街づくりを
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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/
○編集後記○
5 月も半ばを過ぎ、緑萌える季節となりました。清々しい日が多いですが、これから秋口にかけて、中央
道や甲州街道の渋滞が目立つようになりますが、安全運転で参りましょう。コモア内の最高速度は 30km/h、
総会の議案書の最後のページにも掲載されています。
さて、この広報部の体制で、ようやく 1 年の活動を終えました。何とか定期的に発行することができま
したのも、関係各位のご協力の賜です。深く感謝いたします。今後とも、見やすくかつ正確な紙面と、迅速
な発行を心がけますので、よろしくお願い申し上げます。（こぐま）

