P. 1
平成 2５年度
第3号
201３.7.21

■ 業務報告（６月２日～７月６日）
役員会開催日から次の役員会開催前日の間における、おもな活動業務を報告いたします。
月/日
お も な 活 動 業 務
6/2
・第 2 回役員会：主要テーマへの対応方針、公園・緑道の通路整備計画、四方津駅バリアフリー
化推進委員会の進め方、集会所の予約方法、敬老会の開催要領など検討・審議
6/2
・外周道路の消毒を市に要請して一部実施
（環境防犯部）
6/7
・上野原市消防団巌分団第四部を表敬訪問
（自主防災隊長、自主防災委員会委員長）
6/10
・緑の募金、日赤社費の集計・納金完了：別項で報告
（地区会長）
6/15
・道路愛護運動の実施依頼を市から受け取り：別項で皆様にお願い
（地区会長）
6/16
・自治会広報「COMMORE NEWS」第２号の発行
（広報部）
6/17
・平成 26 年 4 月開所予定の(仮称)新巌保育所建設工事の安全祈願祭と起工式に参列
（会長）
6/17-28
・
「スポーツの公園」トイレのタイル修繕工事
（上野原市）
6/19
・参議院議員選挙の期日前投票と投票日当日立会人の選出
（地区会長）
6/21
・公益財団法人「都市緑化機構」と打合せ：広報特別号で仔細報告
6/22 他
・放置自転車の調査と対策検討
（総務渉外部、環境防犯部）
6/23
・コモアしおつ駐在所ふれあい連絡協議会に出席：別項で報告
（自治会一部役員ほか）
6/23
・自治会広報臨時号の発行 - 公園や緑道のマナー、ゴミ置き場のマナー （広報部）
6/27
・平成 25 年度上野原市総合防災訓練実施打合せ会に出席
（会長、防災指導員会会長）
6/29 他
・ブリッジ内掲示板の使用基準について関係者間調整：別項で報告
（広報部）
6/30
・第１回四方津駅バリアフリー化推進委員会の開催：次号で報告
（同会委員）
7/2
・四方津公民館の行事協賛・運営費協力の要請受け取り
（会長）
7/6
・皆様のご協力による定期清掃の実施
（環境防犯部）
随時
・要望、マナー問題、ご近所問題等の拝聴・現場視察・対応
・県、市、警察署、小学校ほかの広報紙等の回覧また配布
（ブロック委員）
・転居、入居、慶弔への対応、ブロック委員会開催、ほか
（会長 大塚義道）

■ 「緑の募金」の報告
５月に実施しました「緑の募金」に対し、皆様から下記金額のご協力をいただき、山梨県緑化推進機構へ届
けました。ご協力にお礼を申し上げます。
１丁目
４３,７７０円

２丁目
３９,９４５円

３丁目

４丁目

３７,４７２円

３１,６０６円

合 計
１５２,７９３円

（地区会長 平野・恵本・新井・大塚）

■ 「赤十字社員・社費の募集」の報告
５・６月に実施しました「日本赤十字社の社員・社費の募集」に対し、下記のとおりご賛同をいただき、日本
赤十字社山梨県支部へ社員の住所・氏名と社費を届けました。ご賛同にお礼を申し上げます。
１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
合 計
３２名
４４名
３１名
２１名 社員数
１２８名
３１,０００円
３９,５００円
３０,０００
２１,０００円 社費 １２１,５００円
（地区会長 平野・恵本・新井・大塚）
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■ 夏の花へ衣替えした「にじいろかだん」
西小学校の子供たちが名付けた「にじいろかだん」
、７月１日に夏の装
いへ衣替えしました。虹色の涼しげな配色です。
色とりどりの花々がコモアの入り口を、またまたキレイに彩っています。
学校帰りの子供たちから「きれいだね」が聞こえてきそうです。
運転手さんは、よそ見運転にならないようにご注意ください。
コモア悠悠会の皆さんによる植栽・手入れに感謝いたします。
（会長 大塚義道）

■ 平成２５年度道路愛護運動の実施について
上野原市は今年度も８月１日から８月３１日までを「道路ふれあい月間」と定め、市内一円で地域の実情に
則した道路愛護運動を実施することについて、各地区会長あてに要請がきております。
道路愛護運動とは、
「道路を愛する意識の高揚を図り、道路管理者の行う道路整備事業と併行して、市民の自
主的な道路愛護作業の実施を推進し、もって道路の整備保全を期する」ことを目的としています。
このたび、平成 25 年度道路愛護運動をコモアしおつ自治会として実施するにあたり、皆様に次の３点の実施
をお願いいたします。
(1) 道路にはみ出しているご自宅の庭木は、各ご家庭で枝払いや伐採をお願いします。
(2) ご自宅の周辺道路の雑草・ゴミは、各ご家庭で除草・清掃をお願いします。
(3) 運動期間の後に実施する９月７日(土)の定期清掃には、多くの皆様の参加をお願いします。
（地区会長 平野・恵本・新井・大塚）

■ コモアブリッジ内掲示板の使用基準
コモアブリッジ内掲示板の使用基準については、今後以下のように運用することにいたします。
上部ステーション掲示板・左側（管理組合が維持管理する施設に関する情報を掲示）
・管理組合専用の掲示板とする。
・掲示物は管理組合が管理する。
上部ステーション掲示板・中央（官公庁および公的機関に関する情報を掲示）
・官公庁および公的機関の発行また主催行事の情報を掲示する。
・管理事務所に許可・管理をお願いする。
・管理事務所の許可判断が容易ではない場合は許可せず、自治会広報部に連絡をいただく。
上部ステーション掲示板・右側（
「自治会掲示板使用規定」により許可したものを掲示）
・従来どおり自治会専用の掲示板とする。
・掲示物は自治会が許可・管理する。
・掲示依頼がコモア住民以外から管理事務所へ直接あった場合、連絡先を控え自治会広報部担当へ連絡をい
ただく。即時対応できないことあり。
・掲示物は一旦、管理事務所で預かることがある。
・掲示許可できない場合は、自治会広報部が連絡先と掲示物の処分方法を決める。
下部ステーション掲示板
・管理組合を掲示優先とするが、スペースが許す場合は自治会の承認印省略団体に限って掲示を許可する。
・掲示物には自治会登録番号を付記していること。
・この掲示では、管理組合の掲示承認を得る。
・自治会使用領域は概ね掲示板の半分以下とし、掲示物のサイズはＡ４に限る。
・新たな掲示板は設けない。
（広報部）
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■ 平成２５年度コモアしおつ駐在所ふれあい連絡協議会の報告
開催日 平成２５年６月２３日
参加者 コモアしおつ駐在所 平本様
自治会 正副会長、民生委員、コモアクラブ代表
コモアふれあい広場代表、環境防犯部

計９名

本連絡協議会は、日常生活における身近な犯罪・事故及び災害の未然防止・被害拡大防止を図るため、住
民の意見及び要望等を相互に交換し、検討・協議及び協力して安全で平穏な地域社会を実現することを目的
に開催されました。
平本様より、コモア内の事故・事件について報告が有りました。
★見通しの悪い交差点で子供自転車の飛び出しによる事故があった。幸い車の速度が出ていなかった為に
大事には至らなかった。
⇒法律では、自転車は軽車両で左側通行、交差点では一時停止し安全を確かめて通行する。
家庭内で、交通安全を含め事件事故の当事者にならない様良く話し合ってください。
⇒植栽が活発になっており見通しの悪い所も有ります、事件事故の引金になる前に剪定し、未然防止を
お願いします。
★振り込めサギ
公的機関を騙り保険料過払いの返金だと偽って騙し取る、又相変わらず息子を騙っての事件も発生して
いる。
一人で悩まず行動する前に親族に確認するか、又は警察に相談してほしいとの事です。
コモア内の問題
＊外周道路の法定速度は３０km/h です。
コモアでは殆どの車が速度違反です。自分だけは大丈夫・今迄も何も無かった等慢心せず自ら率先し
て法定速度を守りましょう。
当然、住宅内は徐行運転です。
（直ぐに止まれる速度）
＊道路は車庫ではありません。
交差点付近、道幅が狭いところに、標識がなくても駐車すると、昼間は１２時間以上夜間は８時間以上
同じ場所に引き続き駐車すると駐車違反になり、緊急車両の通行障害にもなります。
警察による指導は取締りしかないとの事で、指導を受ける前に住民皆様の自主的な行動で安心安全な
住環境を維持しましょう。
（コモアしおつ駐在所ふれあい協議会 会長
環境防犯部 部長 岡村 正男）

■ マナー向上標語の募集
コモアの皆様のマナー向上を目的とした啓発活動の一環としまして、コモアの環境にちなんだマナー向上標語
を募集いたします。
例：挨拶はコモアみんなの合言葉、きれいだねペットとともに守る街
募集期限：８月２５日（日）
書
式：標語・丁目・氏名（ペンネーム、匿名希望可）・その他（年代、学年等）
受
付：担当の各ブロック委員⇒各丁目地区会長
ご応募いただいた標語は、コモアしおつ自治会の役員会にて審査を行い、自治会広報および掲示板等で使用さ
せていただきます。
コモアをより良くするために、皆様のご応募をお待ちしています。
（マナー向上小委員会）

■ 自転車盗難の心当たりはありませんか？
コモアブリッジ上部ステーション駐輪場に、放置自転車が見受けられます。自転車が盗難にあい駐輪場に乗り
捨てられていたということをよく聞きます。心当たりのある方は、一度、駐輪場を見てください。見つかるかも
しれませんよ。
また、駐輪の際は、必ず施錠をしてください。短時間の駐輪や、自宅敷地内と言えども、盗難にあうケースが
あります。
（総務渉外部）
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コモアニュース 掲示板
「ラジオ体操に参加しよう！」
夏休み恒例の「ラジオ体操」を行います。
どなたでも参加できますので、夏の体力作りにご利用ください。
●開 催 日： ７月２２日（月）～２６日（金）
８月１９日（月）～２２日（木）
●開催時間： ６：３０～
●場
所： 上野原西小学校 体育館前
●雨天の場合は中止です。
●皆勤賞（ささやかな賞品）があります。
（自治会 青少年部）

コモアふれあい広場
８月予定
日時：8 月 5 日(第 1 月曜日)
場所：3 丁目集会所
内容：小物つくり ほか
会費：100 円

10：00～15：00

（問い合わせ先 井上：66-2068）

LP レコードコンサート

*番外編*

--------真夏の午後の JAZZ コンサート-------８月のレコードコンサートは、恒例により暑さを吹き飛ばす、JAZZ コンサートです。
日時：８月１７日（土）
14：00～16：30
場所：４丁目集会所
曲目：トリオ・カルテット等のコンボ、ビッグバンド、ヴォーカルなど、
レコード持ち込み大歓迎！
一緒にスウィングしませんか！
（お問い合わせは 川島：66-2058

高田：66-4322）

コモアしおつゴルフ同好会 会員募集
年３回から４回、近くのコースにて、平日にコンペを開催し、市民ゴルフ大会にも参加しています。
その他、会員同士でプライベートラウンドを楽しんでいます。老若男女、腕前は問いません。
ご入会をお待ちしています。10 月下旬の上野原市市民ゴルフ大会、11 月上旬の同好会コンペを
予定しています。
（問い合わせ、ご入会お申込み先 大枝：090－9294－7167）

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８月７日（水）
、発行は８月１８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、誹謗中傷などの掲出はできません。
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。

みんなの手で明るく住みよい街づくりを
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