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■ コモア総合防災訓練を実施しました
10 月 30 日コモア避難場所に指定されています西小学校でコモアしおつ総合防災訓練を実施しました。355 名
の参加があり、皆さん熱心に見学・体験をされました。
今回ご協力頂いたのは、県防災センター（起震車・煙体験ハウス)・県民センター（防災講座)・県警広域援助隊(レ
スキュー車)・上野原消防署(救助工作車)・巌分団(放水実演)です。ご協力有難うございました。
コモア防災隊による可搬式ポンプ車の放水訓練・補給班による簡易炊飯の実演・情報班による避難者人数の集計・
警備班による避難誘導も実施しました。

これらの経験を毎年繰り返し実施し参加することが災害時には大きな力になると思います。
特に今回の事前調査で、要救助者数 49 名の確認ができましたことは、災害時の対応の大きな課題となりました。
ブロック内で介添えができるのか、できない場合に防災隊員の応援態勢をどうするかを検討してまいります。
ご参加された皆様お疲れ様でした。防災隊の皆様ご苦労様でした。
（コモア自主防災委員長 天野 実)

■ 避難用通路をご存知
避難用通路をご存知ですか
ご存知ですか
4 丁目 22 と 23 の間が入口となっています。
出口は 20 号線（鼓楽神社の横）またはブリッジ下部となっていま
す。
避難用通路をご存知ない方は、是非とも一度確認されることをお勧
めします。また、紅葉の美しい季節であり木々の中のウォーキング
に最適であり、コモアブリッジを下から眺めるのも・・・・・。
なお、通路の上部は砂利道で、下部はコンクリート舗装となってい
ますので、足元には注意して下さい。
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■ 第二四半期
半期 コモアしおつ自治会 会計報告

■ 新規登録団体のお知らせ
登録番号：

H23 06

団体名称：

コモア ハーモニカ クラブ

代表者名：

細川 勝（街区番号 3 2 5

内

ハーモニカを通して、合奏を楽しみ会員の親睦を図る。

容：

電話番号 66 4382）

（複音ハーモニカを使用します）
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■ 体育部からのお知らせ
第 28 回 巌地区球技大会
今年も運動会の季節となりました。下記の通り第 28 回 巌地区球技大会が開催されます。
ご近所の方と一緒に汗を流し、気持ち良い秋の一日を過ごしましょう。皆様のご参加をお待ちしています。
－ 記 －
◆日 時：

平成 23 年 11 月 27 日（日）

◆場 所：

上野原西中学校 グラウンド

※巌地区球技大会には巌地区第 1～第 7 ブロックが参加します（コモア地区は第 7 ブロック）
。
※詳細は回覧、掲示板をご覧下さい。

第 31 回 巌体育祭り大会結果について
10 月 9 日（日）に第 31 回 巌体育祭りが開催され、コモアからは約 100 名近くの方に参加頂き、見事３位に
入賞することができました。
参加された方、応援頂いた方々ありがとうございました。

（体育部 吉野）

■ 環境防犯部からのお知らせ
日頃の環境防犯活動へのご協力・ご支援に対し感謝申し上げます。
12 月に例年実施しています、坂道の臨時清掃を実施致します。当日ご参加頂ける方がおられましたら、ご協力を
お願い致します。
実施日時：12 月 10 日（土） 9:00 ～ 11:00
清掃区域：国道 20 号交差点 ～ 上野原西小学校
清掃内容：落ち葉清掃
集合場所：上野原西小学校駐車場 （9:00 迄にお越しください)
雨天時 ：中止となります
清掃用具をお持ちの方は、持参して頂けると助かります。
（ゴミ袋は用意します）
【お願い】
上記清掃中、お車・バイク等で通過される方は、徐行運転をして頂くようお願い申し上げます。
上記清掃中、お車・バイク等で通過される方は、徐行運転をして頂くようお願い申し上げます。 （環境防犯部）

■ 横断旗の設置およびタバコのポイ捨て
横断旗の設置およびタバコのポイ捨て
コモア駐在所前の横断歩道に黄色の横断旗を設置しました。横断歩道を渡る際には黄色の横断旗をご利用くだ
さい。
歩行者

子供たちの模範となるよう、また子供たちへのご指導もよろしく

ドライバー

横断者を優先し、一時停止を励行しましょう

タバコの吸い殻が歩道等に捨てられているのが見受けられますが、喫煙者のマナーとして吸い殻入れを持参して
歩道等には捨てないようお願い致します。また、今からの時期は枯れ草があり火災予防の点からも注意して下さ
い。

（マナー向上小委員会）
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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。
＜12月予定＞
日時： 12 月 5 日（第 1 月曜） 8：30～16：00
場所： 3 丁目集会所
内容： 大掃除、忘年会
会費： なし
＊12 月 12 日（第２月曜）の開催はお休みです。
（問合せ先

上野原ぞうれしゃ合唱団発表会

井上 ： 66－2068）

～ 平和と命の大切さを伝えよう ～

-------- ぞうれっしゃがやってきた -------日時： 12月10日(土)
指揮
開場 12:30

：渡邊純子

開演 13:00
ピアノ ：小杉恒夫

場所： 上野原市文化ホール（もみじホール）
フルート：古屋和利
入場無料 全席自由
ソロ
1部 講演「沖縄戦の悲劇」
2部 合唱構成（全11曲）
合唱構成

：佐々木伸一、高橋千香

元ひめゆり学徒隊 与那覇 百子氏
『ぞうれっしゃがやってきた』
主催 上野原ぞうれっしゃ合唱団

（問合せ先

星野 ： 66 3791）

第 84 回 ＬＰレコード・
ＬＰレコード・コンサートのご案内
コンサートのご案内
-----今年最後の コンサート こころ安らかなひと時を クラシック音楽でどうぞ----日時： 12 月 17 日(土)

午後 2 時～4 時 30 分

場所： 4 丁目集会所
曲目： 1. モーツァルト ピアノ・ソナタ 第 11 番 K.311 「トルコ行進曲つき」
2. フォーレ

レクイエム 作品 48

3. ブルックナー 交響曲 第 3 番 「ワーグナー交響曲」
（問合せ先

川島 ： 66 2058 高田 ： 66 4322）

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
次号の締め切りは 12 月 7 日（水）です。
日（水）
（期日厳守
期日厳守でお願いします）
期日厳守
＊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〕
commore2009@yahoo.co.jp

＊E メールの場合は右記へお送りください。

2011 年度となりましたが、アドレスは変更していません。ご注意ください。
掲示物に関するお願い
。
掲示物に関するお願い：
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
承認印は菊地〔2－22－11
☎ 66-3825〕で預かっています。
承認印

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－
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
http:
http://www.commore.jp/
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