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■ 業務報告（７月７日～８月３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
（ ）内は担当
7/7
・第 3 回役員会：管球の見積もり査定、バリアフリー推進委員会の答申、公園・緑道の樹木管理
計画、茶話会要望の対応、軽トラック費用の算定、掲示板の使用基準など検討・審議
7/7
・拡大自主防災委員会開催：活動計画の確認、総合防災訓練・消防訓練・応急救護訓練等の計画、
自主防災活動の強化策の検討など
（自主防災委員会）
7/8
・金婚式とダイヤモンド婚式該当者の調査開始
（厚生福祉部）
7/13
・
「時計の公園」の上下池の清掃
（環境防犯部）
7/20
・第 9 回「青少年の非行・被害防止市民大会」に参加：別項で報告
（会長）
7/20
・
「時計の公園」の上池から下池への流水開始：別項でお知らせ
（環境防犯部）
7/21
・自治会広報「COMMORE NEWS」第３号の発行
（広報部）
7/21
・自治会広報特別号の発行 - 公園や緑道の樹木の整備計画等 （広報部）
7/21
・日本赤十字社の指導による「応急救護訓練」の実施
（自主防災委員会）
7/21
・第 23 回参議院議員通常選挙の西小学校投票所立会
（地区会長）
7/22
・夏休み「ラジオ体操」開始 前期 7/22～26、後期 8/19～22
（青少年部）
7/26
・巌地区敬老会の開催について市の長寿健康課・社会福祉協議会と打合せ
（厚生福祉部）
7/27
・
「風の公園～石の公園」間の緑道の特別草刈り清掃
（環境防犯部）
7/28
・四方津駅バリアフリー化推進委員会への出席：別項で報告
（自治会委員）
7/28
・大月市「自主防災会長及び地区代表者合同防災会議」に出席
（会長）
8/1-31 ・道路ふれあい月間：別項で再度のお願い
（地区会長）
8/1
・上野原市区長会「市役所業務研修会」に出席：市役所業務の学習
（地区会長・副会長）
8/1
・巌地区区長会に出席：総合防災訓練の確認
（地区会長・副会長、防災指導員会会長）
8/2
・
「談合坂スマートＩＣの事業化に伴う地元説明会」に出席
（会長）
継続
・民生委員・児童委員改選に伴う選出行動
（地区会長）
随時
・庭木のはみ出し、ゴミの放置、犬猫の不始末等の現場視察・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/入居手続き、ブロック委員会開催、ほか
（会長 大塚義道）

■ 時計の公園の噴水についてのお知らせ
＊去る７月１３日に環境防犯部で時計の公園の親水池上下を３月以来４ヶ月振りに清掃しました。
瓦礫、汚泥、落葉等々が堆積して相当汚れていましたが、高圧洗浄機や水中ポンプ等の機械の力も借りて除去
しましたので本来の景観を取り戻しました。
＊早速７月２０日から８月２５日までの予定で通水循環して噴水を稼動しています。毎日１０時から１４時まで
間歇的に噴出していますので、どうぞ冷涼感をお楽しみください。
金魚やドジョウもいます
＊但し水は貯水槽からポンプアップしながら循環噴出していますので、
衛生的には決してきれいではありません。
一応７/２２～８/５まではゴミ、落石、ヘドロ等を手や網ですくって除去しましたが、本格的な清掃にはいたっ
ていません。飲用に供することは勿論、身体を浸すのにも適していませんのでご注意ください。
＊以降石やゴミの投げ込みはおやめください。水の周りで楽しんでいるお子様たちにもその点はご注意頂きたく
お願いします。
（環境防犯部）
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■ 四方津駅バリアフリー化推進委員会の活動に関しての答申
７月７日開催の自治会役員会で決定された「四方津駅バリアフリー化推進委員会の活動に関しての答申」を平
成２５年度における推進委員会の運営として確認しました。
１、今年度の活動目的
①情報収集：市役所関係部署・市議会議員・国と県及びその機関等・JR 等。
②他の地域の動向等掌握。
③市の(仮称)協議会立ち上げに伴って発表される基本構想に対しての意見陳述等の作成。
２、市への陳情・交渉等は自治会が直接行う、バリアフリー化推進委員会は自治会からの諮問に対する答申を原
則とする。
３、バリアフリー化推進委員会に委員長は設けず、委員会の開催ごとに座長若しくは議長を持ち回りで決め
協議する。
尚、以上の答申事項は、
「四方津駅バリアフリー化推進委員会規則」との矛盾が生じるため次年度に委員会規則
改正を総会にかけ是正いたしますので、自治会役員会による１年間の暫定処置といたします。
(四方津駅バリアフリー化推進委員会)

■ 青少年の非行・被害防止市民大会
７月２０日、青少年育成上野原市民会議主催の同市民大会に参加しました。中学生・高校生による社会への提
言発表、青少年の健全育成功労団体「甲東地区育成会」の表彰、記念講演などがありました。
・ 大会テーマ ： 青少年の健やかな成長を目指して
・ 大会スローガン ： みんなで考えよう子どもの未来－地域の子どもは地域で守り育てる
・ 山梨県標語 ： あいさつは、ひと・まち・こころの愛ことば
・ お願い ： 子どもたちに「おはよう」
「いってらっしゃい」
「おかえり」などの声をかけましょう
（会長 大塚義道）

■ 緑道に「ハクビシン」出没
風の公園の東側緑道で、７月２１日の１６時過ぎにハクビシンが
目撃されました。
ハクビシンはジャコウネコ科の哺乳類で、額から鼻にかけて白い
線があるのが特徴です。通常は山地の森林に住み、樹上で生活して
いますが、近年では市内の住宅地内に時々出没しています。
鳥獣保護法によって「住宅街をうろついている」だけでは捕獲を
することができません。庭先の果樹・野菜が荒らされるといった実
害がでた場合には、市の経済課のご担当と対策を検討します。
かわいいからといって好物の果実等による餌付け、飼い主のいな
い猫への置き餌などをすると住みつくことがあります。
（会長 大塚義道）
住民の方による撮影写真

■ ８月は道路ふれあい月間
先月号（平成２５年度第３号）でお知らせしましたとおり、上野原市は８月１日から３１日までの「道路ふれ
あい月間」において、道路愛護運動を実施しております。
この一環としてコモアしおつ自治会では、皆様に次のことを再度お願いいたします。
(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。
なかでもとくに、庭木が道路にはみ出し、歩行者・乗用車・トラック等の通行を妨害しているご家庭において
は、枝払いや伐採を滞りなく実施いただくようにお願いいたします。
（地区会長 平野・恵本・新井・大塚）
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■ 定期清掃のお知らせとお願い
平成２５年度第３回目の定期清掃作業（草刈）を下記日程で実施します。
実施日時
９月７日（土） 午前８：００～９：００
雨天の場合は９月１４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ください。
（全部で１８台整備済みです）
＜お願い＞
６月発行のコモアニュースでも定期清掃への積極的な参加とご協力方をお願いしましたが、ブロックに
よっては相変わらず充分な人手が集まらず、清掃に大いに支障を来たしているケースが未だに少なからず
あります。僅か１時間の作業ですので、コモアの住環境の向上と美化に貢献する観点から、住民の皆様の
自発的な参加を心からお待ちします。
われらが街コモアのために格段のご協力のほどを重ねてお願い申し上げます。
（環境防犯部）

■ 応急救護訓練報告
７月２１日（日）
、午前９時から１１時に１丁目集会場で日本赤十字社山梨県支部の指導員により、
「応急救
護訓練」が住民１６名の参加で行われました。
毛布を使った担架、怪我人の移動の仕方、担架への乗せ方、三角巾の使い方、止血の仕方と注意点を実践
を交えて研修しました。
救護者等何かあったら 110 番（コモア駐在）へ電話をすること、救護者を発見したら、まず人を呼ぶ、助け
を呼ぶ、無理をせず、自分のできる範囲のことをする、を学びました。

（自主防災委員会総務担当 上原・福田）
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■ 交差点での事故に関する記事の訂正
コモアしおつ自治会広報の平成２５年度第３号（2013.7.21）において、
「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」をいたしました。
この中で、一部に推測の記述と曖昧な記述がありましたので、お詫びして訂正いたします。
【原文】
★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。
【訂正文】
★見通しの悪い交差点で普通乗用車と子供自転車の衝突事故があった。幸い大事には至らなかった。
（コモアしおつ駐在所ふれあい連絡協議会）

コモアニュース 掲示板
コモアふれあい広場
９月予定
日時：９月２日(第１月曜日)
１０：００～１５：００
場所：３丁目集会所
内容：ふれあい広場「敬老会」開催
会費：なし
日時：９月９日(第２月曜日)
場所：３丁目集会所
内容：小物つくり ほか
会費：なし

９：００～１２：００

（問い合わせ先 井上：66-2068）

「上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収部」からのお知らせ
日 時 ９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，体育館前は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午前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）

１０３回 ＬＰレコードコンサートのご案内
-----ＬＰレコードによる クラシック音楽はいかがですか！------日時
場所
鑑賞曲目

９月１４日（土）午後２時～４時３０分
４丁目集会所
モーツァルト特集
1. オーボエ協奏曲
2. ピアノ協奏曲 第 27 番
3. 弦楽四重奏曲 第 23 番
4. 交響曲 41 番 「ジュピター」
（お問い合わせは 川島 66-2058 高田 66-4322）
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コモア アコースティック クラブからのお知らせ
５月２６日にコモア・アコースティック・ライブ Vol.8 を上部ステーション前広
場にて開催しました。当日は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まし
た。合計金額は３,６５０円でした。
５月３０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。
またクラブへカンパ下さった皆様、片付けを手伝って下さった皆様、有難うござい
ました。
次回ライブは１０月下旬を予定しております。今後とも宜しくお願い致します。
コモア・アコースティック・クラブ 一同

コモアのひとコマ

ボランティアの皆さんによって
手入れがされた「風の公園」の砂場

西小学校の体育館前で
夏休み「ラジオ体操」いちにっさん

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９月４日（水）
、発行は９月１５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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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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