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２４年度研究課題について
自治会長 天野 実

役員会では５月１３日の自治会総会で承認された、２４年度活動計画に沿って活動していますが、特に三つの
研究課題については、役員会の中に３委員会を立ち上げ精力的にこれらの課題に取り組んでまいります。

１．防災関連委員会（委員長・井上副会長）委員は防災委員会委員
多発する地震災害対策・災害用備蓄対策
コモア周辺の道路崩壊状態によりコモアが孤立状態で火災発生の場合の対策等大きな課題です。

２．自治会組織改革委員会（委員長・金子副会長）委員は各専門部長
各専門部のブロック委員は４名から２０名の構成ですが、４名の部で部活動の出来ない高齢者や障害のあ
る方がいらっしゃる場合、少人数では部活動の運営に支障があります。そのため二つの部を統合し一つの
部にして活動の円滑化を図ります。
（規約改正を含む）

３．時計の公園の池の再生委員会（委員長・石榑地区副会長）委員は環境防犯部委員
コモア地域の唯一のオアシスである、時計の公園の池は環境防犯部によって維持されていますが、木の
葉や土砂の流入等により、美観を損ねています。汚い池は潰してしまえとの意見もありますが、なんとか
再生する方法はないか、住民の皆さんに喜んで頂ける池・真夏には子供たちが水遊びで喜んで貰える池の
再生の可能性を委員会で検討します。

各委員会は９月末を目途に意見を纏め、１０月の役員会で決定したいと考えています。
皆様からのご意見・ご要望をお待ちしています。

■ 市巌出張所及び四方津公民館存続に関する請願書について
市巌出張所及び四方津公民館存続に関する請願書について
市では、現在の四方津公民館・巌出張所の場所に市立巌保育所の移設を計画し、既に設計予算も議会で可
決されているにも拘わらず、巌出張所・四方津公民館の存続については一切触れられていません。
四方津公民館もコモアの各種団体グループが毎週利用しており、
私達コモアの住民にとってこれ以上遠隔
地に出張所や公民館が移転されては不便になります。
巌区長会で緊急にこの問題を取り上げ、市当局に巌出張所・四方津公民館の存続要請をすることと、議会
に請願手続きをすることを決議し、
５月２５日市議会に服部市会議員を紹介議員として杉本公文議長宛て請
願書を提出しました。
（自治会長 天野 実）
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■ 緑の募金のご報告
５月に実施しました「緑の募金」に対して、皆様から下記金額のご協力をいただき、
「
（財）山梨県緑化推
進機構」へ届けました。
募金総額 170,066 円
１丁目
２丁目
45,923 円

45,736 円

３丁目

４丁目

39,030 円

39,377 円

合計
170,066 円

ご協力有難うございました。

■ 「まむし」がでました
６月７日、時計の公園で子供たちが「まむし」をみたそうですが、逃げられてしまいました。時計の公園
付近の方は十分に注意して下さい。
なお、その後の情報で１丁目テレビ塔の近くや４丁目でもヘビが出たとのことです。くれぐれもご注意くだ
さい。
「まむし」は日陰の湿った草むらを好みます。もしも「まむし」に噛まれたときは、公立病院には血清液
が原則としてあるとのことですから問い合わせて至急処置をしてください。
（４丁目川田好博さんに伺いま
した）
（自治会長 天野 実）

■ 「イノシシ」
イノシシ」が出ました
６月９日早朝、旧汚水処理場跡地付近に「イノシシ」２頭が出没しました。
地元猟友会に要請し、約２０名の方々と猟犬３匹により１頭は射殺しましたが、残り１頭は逃げられてしま
い当日は解散しましたが、近日中に再開します。この近辺は小中学生の通学路になっており、早急な対処を
願っております。今後とも付近を通行される方はご注意ください。
今回も巌地区の岡本会長以下大勢の皆様や警察官にお世話になりました。
（自治会長 天野 実）

■ 環境防犯部からのお知らせ
５月２６日（土曜）に２４年度最初の定期清掃（草刈り）を実施しました。多数の方々に参加していただ
き誠に有り難うございました。
① 本年度からゴミ袋の配布方法が変わり、１ブロックに１年分として５０枚を配布しています。定期清
掃の時に使用して、残った分をブロック委員が再び保管し、次の定期清掃に使用します。不足が生じ
たら下記環境防犯部員に連絡してください。
※ なお、定期清掃日にブロック委員が不在になる時はゴミ袋を近隣の方に前もって依頼し、草刈り
に支障のない様にお願いいたします。

② 定期清掃日以外にも、草刈り機の貸し出しを行っています。
※ 但し、使用経験者に限る。
（混合油、保護メガネ使用等の条件付き）
※ 定期清掃日以外の貸し出しについては、土曜・日曜に同じく下記の委員へ連絡して下さい。

１丁目 浅沼 ６６－３７０９
２丁目 武田 ６６－３７３１

３丁目 小林 ６６－２８７０
４丁目 石島 ０５０－５８０３－７６４６
（環境防犯部 浅沼 明郎）
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■ 犬の散歩
犬を連れての散策をなさっている方がたくさんいらっしゃいますが、まだ糞の処理をなさらない方や、処
理をしても自宅に持ち帰らずに近くの空地等に捨てられる方が見受けられます。
近隣の方々に迷惑をかける
とともに衛生上も良くありませんので、マナー（犬の糞は自宅処理）を守っていただくようお願いいたしま
す。
（マナー向上小委員会）

■ 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：

Ｈ２４－０３
四方津学生団体 よっちゃば！
宮崎 汐里（ 街区番号 1-35-8 電話番号 080-5175-5475 ）
現大学生を中心として四方津小を卒業した 18 歳以上の若者で構成される、イベント
の企画・運営の団体。地域の方々との世代を超えた交流とともに、若者の積極的な学
びの場となることを目指す。また、団体名の”よっちゃば”とは甲州弁の”よっちゃ
ばる（集まる）
”からきている。

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。
＜７月予定＞
日時：７月２日（第１月曜日） 10：00～15：00

日時：７月９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：健康体操、小物作り

内容：小物作り ほか

会費：２００円

会費：なし
（問合せ先

井上 : 66－2068）

第１３回
第１３回 コモア盆踊り 開催のお知らせ
毎年夏の恒例行事である「コモア盆踊り」も今回１３回を迎え下記の通り開催することになりました。
夕涼みがてら、お子さんも、お年寄りの方も、皆さんで２日間踊って楽しんで頂けるよう、お待ちしております。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
日

時： ７月１４日（土） ～ ７月１５日（日） 午後７時～９時

会

場： コモアブリッジ上部ステーション前広場

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
踊りの練習日（男女どなたでも参加大歓迎、服装自由）
☆ ６月１７日（日） 午前１０時 ～ １２時

ノース （１丁目）集会所

☆ ６月２３日（土） 午後 ７時 ～

９時

センター（３丁目）集会所

☆ ７月 １日（日） 午後 １時 ～

５時

浴衣着付け講習

☆ ７月１１日（水） 午後 ７時 ～

９時

センター（３丁目）集会所

センター（３丁目）集会所

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
『コモア盆踊り会』会員の募集をしております。また「太鼓打ち」の方も募集中。
問合せ先 :コモア盆踊り会 昆（踊り指導）66-3446
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第９１回
第９１回 LP レコードコンサートのご案内
レコードコンサートのご案内
－ ゆったりと 土曜の午後のひと時、コーヒーとクラシック音楽はいかがですか －
日

時：７月２１日(土)

場

所：４丁目集会所

午後 2 時～4 時 30 分

鑑賞曲目：1. ベートーヴェン

ピアノ・トリオ 第 6 番 「大公」 作品 97

2. シューベルト歌曲集

魔王 野ばら 他

3. モーツァルト

フルート協奏曲 第 1 番 K.314

4. シューマン

交響曲第 4 番 作品 120

（問合せ先

川島 : 66-2058 高田 : 66-4322）

上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収
上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収のお知らせ
資源ごみ回収のお知らせ

５／１９に実施いたしました第１回目の回収には、ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
次回の日程は下記の通りです。
日 時 ：７月７日(土) 午前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。
＊今年度も、回収日は土曜日に、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

広報部からのお知らせ
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７月４
次号の締め切りは７月４日（水）
７月４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。 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）
。
掲示物に関するお願い：
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、鈴木、平本
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）htt
http://www.commore.jp/
http://www.commore.jp/
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