P. 1
平成 23 年度
第６号
2011.10.16

COMMORE
SHIOTSU

１０月３０日（日）コモア防災の日によせて
コモアしおつ自治会長 天野 実
今年は 3 月１１日の東日本大震災、台風１２号・１５号による奈良・和歌山の大水害と、大きな災害に遭遇し
た悲しい年になりました。被災地の皆様に心からお見舞い申し上げます。私達は東日本大震災の際、現代の科学
でも予知できない恐ろしさがあることを知りました。富士山の大噴火・東海沖地震・首都圏直下型地震等、数多
くの危険な活断層が山梨県に影響があると言われております。これまで私達のコモアしおつは、岩盤上だから安
全だと考えてきましたが、
認識を改めなくてはなりません。
地震の多い日本ではどこに住んでも危険が伴います。
私達は避けられない地震に対して出来るだけの備えをすることが必要です。
地震が起きたときには真っ先に火の元に注意しましょう。死者１４万人といわれる、１９２３年９月１日に発
生した関東大震災では、被害は家屋の倒壊よりも火災の発生によるものが大多数でした。阪神・淡路大震災でも
火災の発生により多くの死傷者が出ました。大地震発生時においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因
です。コモアが大地震に襲われたとき、コモアの周辺道路はすべて崩壊し、コモアは孤立します。もちろん消防
車も動けません。一軒でも出火すると、コモア全体が火の海となる可能性があります。
次に皆さんにお願いしたいことは、飲料水と食糧を少なくとも７日分各家庭で備蓄することです。コモアが地
震で震度５になると、水道・ガス・電気は止まります。救援を期待する東京も大きな被害を受け、私達への救援
の手が届くまでには日数がかかります。自治会で飲料水や非常食等の備蓄をしなければならないと思いますが、
早急に実現することは困難です。
コモア防災の日はコモアの避難場所に指定されている西小学校に集合しますが、これは単なるイベントではあ
りません。当日は、起震車や煙体験ハウスが用意され、防災講座の受講、レスキュー車・救助工作車の見学体験
もしていただきます。またコモア防災隊の消火活動で消火訓練の必要性を感じていただき、積極的に訓練に参加
していただきます。住居が危険と感じたらブロック委員と連携し、近所の高齢者や障害のある方をサポートしな
がら避難するようにしましょう。
この防災訓練で少しでも災害時の恐ろしさを認識していただき、個々人が自分の身を守るための対策を考える
良い機会にしていただきたいと思います。
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■ 自主防災委員会からのお知らせ
平成２３年度コモア防災の日

総合防災訓練

のお知らせ

１０月３０日（日）午前８時３０分
サイレンを合図に上野原西小学校へ避難開始!!
（雨天決行）

会場での主なイベント
・起震車・煙体験ハウス
・スライドによる「防災の心構え」講座
（体育館にて）
・警察署レスキュー車展示
・消防署救助工作車展示
・巌消防分団及び
コモア自主防災隊による放水訓練
・消火器訓練
・簡易炊飯実演
・防災・防犯用品展示
・飲み物配布 ｅｔｃ．

ご近所に声を掛け合い、多数の皆様のご参加をお願いします。
会場は禁煙です。ご協力ください。

■

路線バスの乗り入れ

既に広報でお知らせしました路線バスは、10 月３日９時３４
分コモアプラザ前から第一便が発車しました。
永年に亘ってコモア住民が待ち望んでいた路線バスの乗り入
れです。
この第一便にコモアからも数人の方が乗車されました。
今後の課題としては、増便の問題、中学校への通学利用や病院
への利用のための８時台の運行等の問題があります。
自治会としては市当局・バス会社とこれらの課題について話
し合いたいと考えていますが、多くの皆様のご利用がなければ
実現しません。バス停はコモアプラザ前と石の公園近くにあり
ます。是非ご活用下さるようお願い致します。
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■ コモア地区敬老会
秋晴れの９月２５日、２３年度コモア地区敬老会を３丁目集会所で開催しました。３９名の方が出席され、
来賓の江口市長・石井県会議員・服部市会議員・川島市会議員より祝辞をいただきました。本年金婚式を迎
えられた平井二郎さん・たまこさんご夫妻に江口市長より褒賞状と記念品・花束が贈られました。今回はコ
モア駐在所の前野警部補をお招きし、最近多発している高齢者に対する犯罪予防並びに交通安全について貴
重なお話をしていただきました。
会食後、上野原マジッククラブの手品と四方津の米山さんの落語を楽しんでいただき、集合写真撮影後皆
様元気にご帰宅いただきました。

■ 文化部からのお知らせ
文化芸術祭を９月２４・２５日に４丁目の集会所で開催し、コモアのみなさんの絵、写真、手芸、絵手紙、
和紙ちぎり絵などの作品を展示しました。
多くの方々が鑑賞され、和やかな雰囲気の中で住民の親睦を深めることが出来ました。
コモアのみなさんは、才能あふれる人が多いのに改めて感じました。

■

環境防犯部からのお知らせ

「ゴミ出しマナー表示板」設置
コモア内のゴミステーション全 56 箇所に、新しいマナー表示板を設置しました。いずれのゴミステーション
もきれいに維持されており、当番の方々のご尽力に感謝します。
一方、現在でも未回収ゴミが度々発生しており、出した方が意図せずとも、周りの方に迷惑をかけてしまうこ
とになっています。お互いに気持ちよく利用するため、今一度以下の内容のご確認お願い致します。
・ 上野原市カレンダー等で、分別・出し方を再度確認する
・ 不燃性粗大ごみは、電話予約またはクリーンセンターに直接持ち込む
・ 万が一自分の出したゴミが未回収となった場合は、自分で持ち帰る
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■ 第一四半期 コモアしおつ自治会 会計報告の訂正
コモアニュース９月号に掲載した会計報告に誤りがありましたので、訂正します。
（訂正箇所は網掛けの部分です）

■ 赤い羽根共同募金のお願い
平成２３年度赤い羽根共同募金運動が１０月１日より全国一斉に実施されました。自治会でもこの運動に協
力し、近く募金箱で募金をお願いしますのでご協力下さい。
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■ 新規登録団体のお知らせ
登録番号：
団体名称：
代表者名：
内
容：

Ｈ２３−０５
高機能自閉症・アスペの親の会
篠原 博子（街区番号 １−４−３ 電話番号 ６６−４０７３）
発達障害の子供をもつ親の集まりです。知的に障害がない場合が多いので、周りに理
解されにくい子供たちの将来について話し合います。

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。
＜１１月予定＞
日時：１１月７日（第1月曜日）９：３0〜１５：００

日時：１１月１４日（第2月曜日）９：００〜１２：００

場所：3 丁目集会所

場所：3 丁目集会所

内容：畑でサツマイモ堀り 小物作り ほか

内容：小物作り ほか

会費：２００円

会費：なし
（問合せ先

またやるよ、コモア アコースティック ライブ

井上 : 66−2068）

Ｖｏｌ．５

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：１０月２９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５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。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？ お気軽にお出
掛け下さい。
＜お礼とご報告です＞
去る５月２８日にコモア・アコースティック・ライブ Vol.４ をセンター集会所にて開催しまし
た。当日は雨天にもかかわらず多くの皆様にご来場いただき有難うございました。
当日設置しました「東日本大震災復興支援」募金に多くの浄財をお寄せいただき有難うございま
した。合計金額は 16,324 円でした。
６月７日に、全額を日本赤十字社に寄付致しました事をご報告させて頂きます。
コモア・アコースティック・クラブ 一同

（お問い合わせ、ご連絡は 立川 ☎66-2890）

第８３回 LP レコードコンサートのご案内
日

--------秋深し、午後のひと時 心に沁みるクラシック音楽をどうぞ！--------時：１１月１９日（土）

場

所：4 丁目集会所

鑑賞曲目：1. フランク

ヴァイオリン・ソナタ

2. ブラームス ピアノ・ソナタ 第 2 番
3. ヴィヴァルディ フルート協奏曲
4. ベートーヴェン トリプル・コンチェルト
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P. 6
「上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収部」からのお知らせ
日 時: １１月５日(土) 9 時〜10 時
場 所:上野原西小学校体育館前駐車場（荒天時は中止します）
お願い:ペットボトルのふたも回収しています。
ペットボトルの青いものは回収できません。また，つぶしていただけると大変助かります。
＊当日は，体育館前駐車禁止となります。ご協力をお願いします。
＊今年度は，回収日が土曜日に，また，回収時間は年間を通して９時〜10 時になっています。
上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収部

ネイチャーゲームの会 ★ ネイチャーゲーム in コモア ★ 「どんぐり コロコロ ころがって」
秋の贈り物！どんぐりを使ったゲームや工作をします、もしかしたら食べちゃうかも！
親子で、子どもたちで、さそいあって遊びにきませんか？
日 時：

１１月２３日(祝) ９：３０〜１２：００

場 所：

コモアしおつスポーツ公園の予定

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♪
申し込み先 権藤 ： m̲gondo＠k4.dion.ne.jp tel/fax ６６−３８９１
電話は夜７時〜１０時 お名前、連絡先をお知らせください後ほど詳しいご案内をします。
QR コードを読み込んでもメールが送れます。

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１１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。 鈴木〔3−8−6〕 平本〔2−21−15〕
commore2009@yahoo.co.jp

＊E メールの場合は右記へお送りください。

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。
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、鈴木、平本

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/
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