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自治会会長就任あいさつ
コモアはすっかり緑の季節になりましたが、会員の皆様にはご健勝のことと存じます。
5 月 8 日の自冶会総会で 23 年度役員の選任を受け、当日の午後から第一回役員会を開催し、総会で会員の皆様か
らのご要望やご提案を取り入れた今年度の計画の検討をしました。
自冶会の目的は快適で文化的な生活環境の維持向上に努めると自冶会規約第 5 条にあります、また安心・安全な
街づくりを実現するのも自冶会の重要な務めだと考えます。これを達成するためには多方面から幅広く取り組ま
なくてはなりません。
それには会員の皆様、ブロック委員の皆様の積極的なご協力なくては実現できません。
さて、3 月 11 日の東日本大震災の恐ろしさは私達は何
時までも忘れることはありません。日本列島は地震列
島でもあり、一年中規模の大小に拘わらず各地で地震
が発生しています。
私達の住む上野原市でも、南関東直下型地震や東海地
震の強化地域に指定されています。巨大地震が発生す
ると国道 20 号線を含めコモアに通じる道路は寸断さ
れ、陸の孤島になる恐れがあります。食糧も飲料水も
ストップします。これまでコモアしおつは岩盤の上に
建っているから安心だと考えておられた方でも今回の
大地震で認識を改め、各自食糧と飲料水の備蓄を心が
けて下さい。今年度の役員会では、大地震に対応して自冶会としても食糧・飲料水の備蓄をしなければならない
と考えています。防災委員会を中心に市当局や消防署のご意見を参考に進め来年の総会に提案したいと考えてい
ます。
また、総会でも申し上げましたが、当団地でも高齢化がすす
んでいます。2 年ごとに交代するブロック委員の役目を果た
すのは困難な方もおられます。高齢者の家庭に多くみられる
のはご夫妻の一方が病気で介護をされている方や障害者のお
られる家庭は回復されるまでブロック委員を辞退することが
出来ることにしたいと考えています。
年齢は 75 歳を目安にし、元気な方は年齢に関係なくブロッ
ク委員を務めていただき、75 歳を悪用しないでいただきたい。
会員皆様の思いやりをお願いします。
以上新年度の発足にあたり所感を述べさせていただきました。
最後になりましたが、22 年度栗生会長以下役員の皆様・ブロック委員の皆様ご苦労様でした。私達は貴方方の気
配りのある行動を手本として計画の実現に頑張りますのでこれからもご指導賜りますようお願い致します。
23 年度コモアしおつ自冶会 会長 天野 実
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■ 「東日本大震災」義援金の報告
「東日本大震災」に対して心温まる義の援助、総額 709,793 円を
上野原市福祉課指示の金融機関を通し、4 月 26 日 日本赤十字社
山梨県支部に送金致しました。

■ 第 19 回コモアしおつ自治会定期総会 出席状況報告
議決権総数
議決権総数の 2/3
委任状数
出席者数
出席者・委任状数合計

1,295
864
900 名
235 名
1,135 名

■ 第 19 回総会 議案書訂正のお願い
総会前に議案書の正誤表を配布致しました。お手数ですが訂正をお願い致します。
＜訂正箇所＞
① P-27,28 23 年度 地区ブロック委員名簿
1 丁目新ブロック委員 氏名
（誤）落合 錘一
1 丁目新ブロック委員 担当 安福文雄
（誤）広報部
1 丁目新ブロック委員 担当 和智 博
（誤）広報部（部長）
4 丁目新ブロック委員 電話番号 安藤 嘉佳 （誤）66-3880
4 丁目新ブロック委員 電話番号 佐藤 武志 （誤）050-5830-7446
② P-40 ２．共益費会計 支出の部
④公園灯などの修繕費
（誤）350,000
③ P-66
平成 23 年度 コモア自主防災委員会委員名簿
委員（消防担当） 栗生久志 電話番号
（誤）66-3519
④ P-66
平成 23 年度 コモア自主防災隊役員名簿
防災隊長 栗生久志 電話番号
（誤）66-3519
⑤ P-67
平成 23 年度 自主防災組織図および連絡網
自主防災隊長 栗生久志 電話番号
（誤）66-3519
⑥ P-73
コモアしおつ生活情報
学校
（誤）上野原西津小学校 →（正） 上野原西小学校

→（正）落合 鍾一
→（正）広報部（部長）
→（正）広報部
→（正）66-3380
→（正）050-5803-7446
→（正） 200,000
→（正） 66-4319
→（正） 66-4319
→（正） 66-4319

■ 四方津駅開設 100 年祭収支報告
第 19 回定期総会議案書 P-6 に記載された収支報告の明細は、別紙に載せましたのでご参照下さい。

■ 自治会会計報告の訂正について
平成 22 年度自治会会計よりご連絡します。
「コモアしおつ自治会広報」平成 23 年 2 月号（第 10 号）に掲載さ
れた平成 22 年度第三四半期会計報告に誤りがありましたので、お詫びして訂正致します。なお、訂正について
は自治会監事の監査を受け自治会定例役員会にて承認されています。訂正箇所は以下の通りです：
一般会計、共益費会計、地区会計、特別会計の前期繰越合計（誤）74,153,474 円 →（正）74,166,994 円
同次月繰越 （誤）74,758,196 円
→ （正）74,771,716 円
同収支合計 （誤）78,183,324 円
→ （正）78,196,844 円
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■ 総務渉外部からのお知らせ
1. 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
団体の紹介
花園 美樹
元気っこくらぶは未就園児の親子を対象に体操やリ
元気っこくらぶ
街区番号 2-6-5
ズムをキーワードにレクリエーションなどを行う団
電話番号 56-7222
体です
2. ｢コモアしおつ自治会広報｣平成 23 年 4 月号
（第 12 号）
に掲載された集会所管理者に誤りがありましたので、
お詫びして訂正致します。
ノース集会所（1 丁目）管理者および連絡先
（誤）落合 錘一
TEL：66-4198
→ （正）落合 鍾一
TEL：66-4087

■ 体育部からのお知らせ
平成 23 年度体育部活動計画として、巌地区球技大会を 6 月下旬に予定しておりましたが、先般、巌体育会が
開催されその中で、今後の計画停電等を考慮して 11 月開催を予定することとなりました。なお、夏場の様子を
みて開催を審議することになりましたので、詳細が決まりましたら、別途お知らせします。

コモアニュース 掲示板
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6日（第1月曜）10：00～15：00

日時：6月13日（第2月曜）

場所：3 丁目集会所

場所：3 丁目集会所

内容：小物作り ほか

内容：小物作り ほか

会費：200円

会費：なし

9：00～12：00

（問合せ先

井上 : 66－2068）

第 79 回 LP レコードコンサートのご案内
-------土曜の午後のひと時、静かなクラシック音楽に耳を傾けてみませんか--------日時 6 月 18 日(土) 午後 2 時～4 時 30 分
場所 4 丁目集会所
演奏曲目
1. ショパン

バラード 一番～四番

2. ドボルザーク

チェロ協奏曲

3. ヴィヴァルディ

調和の幻想

4. メンデルスゾーン

交響曲第５番 「宗教改革」
（問合せ先

川島 : 66-2058 高田 : 66-4322）

上野原西小学校 PTA 平成 23 年度資源ゴミ回収のお知らせ
上野原西小学校 PTA 資源ゴミ回収につきましては、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 5/21 に第一回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、何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。
＊

本年度も回収日は土曜日です。回収時間は年間を通じて 9 時～10 時です。

日 付
時 間
☆

第2回
7月2日

第3回
9月3日
9 時～10 時

第4回
11 月 5 日

第5回
1 月 14 日

第6回
3月3日

当日は、体育館前駐車禁止となります。ご協力お願い致します。
ご質問がありましたら、富田 66-2387 までご連絡下さい。
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またやるよ、コモア アコースティック ライブ
Vol． 4
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：5 月 28 日（土） 13：30～16：30

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）

おかげ様で、コモア・アコースティック・ライブも 4 回目となりました。
今回も数々の名曲、知る人ぞ知るあの曲など盛りだくさんの演奏と、楽しい（？）お喋りをお届けします。
年配の皆さんにも懐かしい歌も登場します。
青春の頃のあの歌、思い出のあの曲を一緒に楽しみませんか？
飲み物もご用意してお待ちしておりますので、お気軽に遊びに来て下さい。
また今回は先の「東日本大震災」で被災された方々の復興支援の募金箱を設置させていただきます。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。
（問合せ先

立川 ： 66－2890）

ネイチャーゲーム in コモア
日 時： 6 月 19 日（日）9：30～12：00
場 所： コモアしおつ内公園など
参加費： ひとり 200 円（保険代含む）
「ネイチャーゲームとは・・・みる、聞く、触るなど全身の五感を集中させて、自然にふれあう活動です。
わざわざ大自然にでかけなくても、いつもみている（ようで実はみていない）身近な自然の中の発見を楽しんでみませんか？
子どもだから感じられること、大人だから気づくこと、 親子一緒だからわかちあえること、ネイチャーゲームを体験してみて下さい」
お申し込みの上、ご参加下さい。電話または E メールでお名前、学年、電話番号、住所をお知らせください。
後ほど、詳しいご案内をいたします。
申し込み・問い合わせ： 権藤 みどり m_gondo@k4.dion.ne.jp

Tel 66－3891

岸田 祐子

Tel 66－3492

yuaru0512@yahoo.co.jp

主 催： 東部富士五湖ネイチャーゲームの会

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 8 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。 平本〔2－21－15〕 鈴木〔3－8－6〕
＊E メールの場合は右記へお送りください。
commore2009@yahoo.co.jp
2011 年度となりましたが、アドレスは変更していません。ご注意下さい。
掲示物に関するお願い：次のことに注意してご利用下さい（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
承認印は菊地〔2－22－11 ☎ 66-3825〕で預かっています。
編集・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
安福（部長）菊地（副部長）
和智、加藤、車田、近田、平本、鈴木
発行責任者：コモアしおつ自治会長
天野 実 2－27－11
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/
広報部より
今回の 5 月号から、平成 23 年度の新広報部が担当致します。私たち広報部は、自治会の諸活動などの情報を
住民の皆さんに正確に分かり易くお伝えすることを目的にコモアニュースを発行し活動を進めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
平成 23 年度 コモアしおつ自治会広報部 一同
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四方津駅開設100年祭収支報告

【別紙】
実施日

：

平成22年12月11日（土）～12日（日）

会

：

JR四方津駅前駐車場広場

場

平成23年2月1日

参加人員：

2日間のべ

約4，000名

収入の部
科
目
地域住民の寄付
上野原市補助金
地元企業協賛金
各ブース売り上げ
雑収入
合
計

支出の部
科
目
会場電気工事・電気代
場内安全策・看板制作費
舞台車両貸与費用
音響設備一式貸与費
仮設トイレ使用料
会場整備関係費
関係者昼食代
出演者謝礼
楽器運搬費・交通費
出演者関係費
各地区ブース費
本部ブース費
特産品紹介コーナー
宣伝関係費用
四方津駅100年記念入場券
子供達へ（綿菓子他）
出演・出品の子供達へ
来賓お茶・茶菓子
事務用品・郵送料・ｲﾍﾞﾝﾄ保険
甘酒加工費・材料費
安協・消防(会場・交通整理）
100年祭ｱﾙﾊﾞﾑ・DVD制作費
本部関係費
合
計
残 金

金

金

JR四方津駅開設100年祭実行委員会

額
592,560
956,300
332,000
207,169
72,000
2,160,029

額
216,628
87,274
30,000
20,000
147,000
500,902
259,425
130,000
54,500
443,925
221,053
283,126
504,179
46,140
189,000
75,000
50,071
21,347
34,648
38,154
130,000
121,001
659,221
2,154,367
5,662

摘

要

地域住民1世帯（250円～300円）
上野原市からの補助金
地元企業からの協賛金
各区テント村売り上げ
2日間花代他

摘

要

協栄電気工事代・二日間の電気代
JR線路側安全策工事代・材料費
一宮製作所舞台用トラック借用料
音響設備借用料・技術料水越様
仮設トイレ借用料・角屋ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
2日間昼食代・関係者弁当代（７５０食）
風林火山・獅子舞・梁川ﾁﾝﾄ ﾝ・司会者
風林火山・獅子舞・梁川ﾁﾝﾄﾞﾝ・司会者
楽器・運搬費・帝京大学生交通費(49名）
巌・甲東・大目・梁川各ブース特産品仕入
甘酒・焼そばなど仕入・ｶﾞｽ代
文化展示説明ﾊﾟﾈﾙ・会場ﾌﾞｰｽ看板・垂れ幕
JR東日本（900枚）
無料提供
ﾉｰﾄ他
誠実堂
伊藤久右ヱ門他
JAｸﾚｲﾝ・小川屋・〒
巌・甲東・大目（安協・消防）協力謝礼
記念ｱﾙﾊﾞﾑとDVD制作費(各地区へ配布）

（上野原市へ返納）

【別紙】

四方津駅開設100年祭収支報告

実施日

：

平成22年12月11日（土）～12日（日）

会

：

JR四方津駅前駐車場広場

場

平成23年2月1日

参加人員：

2日間のべ

収入の
収入の部
科
目
地域住民の寄付
上野原市補助金
地元企業協賛金
各ブース売り上げ
雑収入
合
計

金

支出の
支出の部
科
目
会場電気工事・電気代
場内安全策・看板制作費
舞台車両貸与費用
音響設備一式貸与費
仮設トイレ使用料
会場整備関係費
関係者昼食代
出演者謝礼
楽器運搬費・交通費
出演者関係費
各地区ブース費
本部ブース費
特産品紹介コーナー
宣伝関係費用
四方津駅100年記念入場券
子供達へ（綿菓子他）
出演・出品の子供達へ
来賓お茶・茶菓子
事務用品・郵送料・ｲﾍﾞﾝﾄ保険
甘酒加工費・材料費
安協・消防(会場・交通整理）
100年祭ｱﾙﾊﾞﾑ・DVD制作費
本部関係費
合

計
残

JR四方津駅開設100年祭実行委員会

約4，000名

金

金

額
592,560
956,300
332,000
207,169
72,000
2,160,029

摘

要

地域住民1世帯（250円～300円）
上野原市からの補助金
地元企業からの協賛金
各区テント村売り上げ
2日間花代他

額
摘
要
216,628 協栄電気工事代・二日間の電気代
87,274 JR線路側安全策工事代・材料費
30,000 一宮製作所舞台用トラック借用料
20,000 音響設備借用料・技術料水越様
147,000 仮設トイレ借用料・角屋ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
500,902
259,425 2日間昼食代・関係者弁当代（７５０食）
130,000 風林火山・獅子舞・梁川ﾁﾝﾄﾞﾝ・司会者
54,500 楽器・運搬費・帝京大学生交通費(49名）
443,925
221,053 巌・甲東・大目・梁川各ブース特産品仕入
283,126 甘酒・焼そばなど仕入・ｶﾞｽ代
504,179
46,140 文化展示説明ﾊﾟﾈﾙ・会場ﾌﾞｰｽ看板・垂れ幕
189,000 JR東日本（900枚）
75,000 無料提供
誠実堂
50,071 ﾉｰﾄ他
21,347 伊藤久右ヱ門他
34,648 JAｸﾚｲﾝ・小川屋・〒
38,154
130,000 巌・甲東・大目（安協・消防）協力謝礼
121,001 記念ｱﾙﾊﾞﾑとDVD制作費(各地区へ配布）
659,221
2,154,367
5,662

（上野原市へ返納）

