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■ 業務報告（5 月 12 日～6 月 1 日）
平成 25 年度の自治会がスタートしました。以下、おもな活動業務を報告いたします。
月/日
5/12
5/13
5/14
5/16
5/20・27
5/25
5/26
5/28
5/30
6/1
随時

お も な 活 動 業 務
・第 21 回定期総会
・第１回役員会：平成 25 年度主要課題の確認、巌地区社会福祉協議会会費 882 千円の決済
・時計の公園にある下池の防水工事、翌日も同（前自治会主導）
・地縁団体「コモアしおつ自治会」の代表者変更届
・行政機関への挨拶：市役所で上野原市長ほか、消防本部で消防長ほか、警察署で署長ほか
・上野原市区長会代議員会への出席：市役所業務研修会、少子高齢化問題講演など決定
・防犯連絡所協会参加費 25 千円の支払い
・公園、緑道、集会所にある灰皿の点検清掃：別項で仔細報告
・皆様のご協力による定期清掃の実施
・平成 25 年度第１号自治会広報「COMMORE NEWS」の発行
・第 9 回上野原市体育祭への参加
・上野原市社会福祉協議会評議委員会への出席：理事選任、前年度事業・決算報告あり
・上野原市建設経済部建設課と通路整備に関する計画の確認：別項で仔細報告
・
「コモアしおつ駐在所ふれあい連絡協議会」委員の選出
・自治会に対する意見、要望、質問、マナー問題、ご近所問題等の拝聴・現場視察・対応
・市役所、警察署、小学校ほかの広報紙等の回覧また配布
・
「緑の募金」
「日本赤十字社社員の募集」の募金活動
・転居、入居、慶弔への対応、ほか

（会長 大塚義道）
■ 上野原市の平成２５年度コモアしおつ内公園・緑道の通路整備について
平成２５年５月３０日(木) 上野原市で建設経済部建設課 道路河川担当 主幹 尾形氏と服部市議会議員・
大塚会長・恵本副会長出席の上、公園・緑道内の通路整備について次のような今年度の予定をお聞きしました
ので報告いたします。
①今年度予算計上額約３００万円
②今年度の対象と工事内容
・
「時計の公園」の通路で木の根っこ等により路盤の凸凹が著しく、通行の安全性に支障をきたす路
面の補修(一部通路幅員３メートルから２メートルになる予定)。
・
「石の公園」の公道側に面した通路で木の根っこ等により路盤の凸凹が著しく、通行の安全性に支
障をきたす路面の補修。
以上大きくは２地域の工事を優先的に行う予定、尚、予算に余裕があれば時計の公園池周りの土砂
の土止め等も行われる場合もある。
③実施時期等
・６月１８日に開催される定例議会で承認予定。承認されれば平成２５年度(平成２６年３月３１日
まで)に執行される予定。
（副会長 恵本一信）
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■ 集会所利用の際の注意について
１．ごみは集会所ゴミ箱に放置せず、利用した方が持ち帰ってください。
２．コピー機を利用した際に、紙詰まり等のトラブルが発生したときは、モニターの指示に従い対応してくださ
い。それでも解決できない場合のみ、各集会所担当に連絡をしてください。
３．コピー機を使用したときは、利用票に使用枚数、コピー機カウンター記録、使用者等を記載してください。
４．集会所を利用した方は、コモア集会所使用報告書に記載をしてください。
５．集会所周辺に路上駐車をしないようにしてください。
以上、皆様が気持ちよく集会所をご利用できるよう、ご理解、ご協力をお願いします。
（総務渉外部）

■ 新規登録団体のお知らせ
登録番号：Ｈ２５－０１
団体名称：認知症家族の会
代表者名：森山 秀昭（街区番号 ２-３１-１４ 電話番号 ６６-３６４５）
内

容：身内の認知症を看護した人の集まりで経験を生かして、高齢化時代にあった社会貢献をしたいと
学習しています。
（総務渉外部）

■ 環境防犯部からのお知らせ
第二回目の定期清掃作業（草刈）を下記日程で実施します。
多数の皆様のご参加、ご協力をお願いします。
実施日時

７月６日（土） ８：００～９：００
雨天の場合は７月１３日（土）に順延（当日マイク放送で実施か順延かをお知らせします）

＊当日は飲物を配布します。担当ブロック委員の方は参加見込み人数を確認の上、各所に配布の程を宜
しくお願いします。
＊草刈機の貸出しをしますので、ご希望の方は当日３丁目集会所にお越し下さい。
（全部で１８台整備済みです）
（環境防犯部）

■ 定期清掃へのご協力・ご参加のお願い
定期清掃は５月から１０月にかけて二ヶ月に一度しか行われない住環境の清掃美化事業です、住民全員参加が原
則ですので、皆様の積極的なご協力をお願いします。
＊ 日頃より住民の皆様には公園、緑道や公道の清掃と整備事業にご協力を頂いていますが、先に実施した第一回
目の定期清掃作業（５/２５）では思うように人手が集まらず、大幅な時間超過や草刈作業等を完了出来ないま
まに終わってしまった街区がありました。
＊公共の清掃活動に全く関心のない人があるようですが、環境の美化に努めるのは住民の当然の義務であり、又
衛生上の観点からも大変重要なことでもあります。例え短時間であっても参加する、或いは出られない時は周
りに断りを入れて他の時間に補填する位の気遣いがあっても良いのではないでしょうか。特にブロック委員は
必ず参加して隣近所に参加を促す啓蒙活動に努めて頂きたいと思います。
＊これから暑い時期を迎え、下草の繁茂も旺盛になってゴミの量が一層多くなってきます。刈取りゴミの袋の処
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理は持帰って通常の可燃ゴミとして処理するのが基本ですが、定期清掃時のみ時計、風、石の各公園および、
３丁目集会所傍の緑道を臨時の集積所としていますのでお近くの方はご利用下さい。
（環境防犯部）
■ ご近所間におけるマナーに関するお願い
＊ 最近植栽に絡んでの両隣や近隣とのトラブル、夜間の騒音（テレビやラジオ、ピアノ他の楽器）被害の問題、
道交法違反の路上駐車で迷惑をこうむっている等々の苦情が目立って増えています。
＊ 良識ある住民として最低限のルールを守って隣近所に迷惑を掛けないのが基本ですが、
もし不幸にして問題が
生じた場合は当事者同士で良く話し合ってトラブルを解消していくことが最重要事であろうと考えます。
＊ 自治会のマナー向上小委員会としては出来るだけトラブルの解消に協力していくべきと考えますが、
法的な専
門家でもなければ権限を持った統治者でもありません。あくまでボランティアの素人集団であって、従ってそ
の関与出来る範囲には限界があります。
＊ 今更言わずもがなではありますが気遣いや思いやり、
謙譲の精神でトナリ近所ま～るく楽しいコモアライフを
エンジョイしようではありませんか。
（マナー向上小委員会）
■ たばこ灰皿の扱いについてお願い
４つの集会所、時計・風の公園、および緑道に設置している「たばこの灰皿」を、５
月 20・27 日の両日に点検・清掃しました。
時計の公園の灰皿には、動物の毛と飲み物のカップが押し込んでありました。１丁目
と２丁目集会所の灰皿には、たばこの空き箱が押し込んでありました。時計の公園と風
の公園間の緑道にある灰皿には、動物の毛がつまっていました（写真上）
。風の公園の灰

（白い部分は吸殻、
黒い部分は全て毛）

皿上には、たばこの空き箱と吸殻が置いてありました（写真下）
。以下お願いです。
動物好きの皆さま かわいいワンちゃん等のブラッシングは、公園や緑道ではなくご
自宅で存分にしてあげてください。
たばこ好きの皆さま 吸殻は灰皿の上に置くのではなく灰皿の中へ入れてください。
空き箱は自宅へお持ち帰りください。
（マナー向上小委員会）

コモアニュース 掲示板
ふれあい広場
地域の高齢者を対象に楽しい仲間づくり、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１日（第１月曜日）10：00～15：00
日時：７月８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：ジャガイモ堀り 歌 ゲーム ほか
内容：小物作り ほか
(雨天のときは７月８日)
会費：なし
会費：１００円
（問合せ先
井上 ： 66－2068）
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「上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収部」からのお知らせ
５／１８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。
次回の日程は下の通りです。
日 時 ７月６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，体育館前は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)

コモア盆踊り
毎年、夏の恒例行事である「コモア盆踊り」も今回で１４回を迎えることになりました。
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。日程は下記の通りです。
日時：７月１３日（土）～７月１４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２３日（日） 午後１時～３時 センター（３丁目）集会所
☆６月３０日（日） 午後１時～３時 センター（３丁目）集会所
☆７月 ７日（日） 午後３時～６時 ノース（１丁目）集会所―浴衣着つけ講習
☆７月１１日（木） 午後７時～９時 ノース（１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」の方も募集しております。
(問い合わせ先 コモア盆踊り会、
昆[踊り指導]66-3446)

第 102 回 LP レコード・コンサートのご案内
-------土曜日の午後のひと時 クラシック音楽はいかがですか-------日時
場所
鑑賞曲目

７月２０日（土）
午後２時～４時３０分
4 丁目集会所
1. ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ第２３番
2. バッハ
無伴奏チェロ・ソナタ 第２番
3. ブラームス
絃楽六重奏曲 第２番 「アガーテ」
4. ブラームス
交響曲第２番
(問い合わせ先 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７月１０日（水）
、発行は７月２１日（日）です。
＊書面の場合は次の広報部員のポストまでお願いします。
池田(2-34-1)、 天野(4-31-3)
＊E メールの場合は右記アドレスへお送りください。 commore2009@yahoo.co.jp
掲示物に関するお願い：掲示物はＡ４が基本で自治会の承認が必要です。
営利目的、政治・宗教目的、誹謗中傷などの使用は禁止されています。
承認は、舘野(2-7-12, ☎66-3937)まで。不在時は、稲垣(1-28-6, ☎66-2396)までお願いします。

・ 発行：コモアしおつ自治会広報部
加藤（部長）
、舘野（副部長）
稲垣、池田、前田、高橋、天野、金澤

みんなの手で明るく住みよい街づくりを

発行責任者：コモアしおつ自治会長

大塚 義道 4-2-11

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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