P. 1

平成 2５年度
第8号
201３.12.15

■ 業務報告（
業務報告（１１月
１１月３日～１１月
１１月３０日
３０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
11/3
・第 7 回役員会開催：四方津駅バリアフリー化の請願・陳情、公園・緑道に関する都市緑化
機構の意見対応、コモアの風「質問箱」回答、11 月の行事など検討・審議
（役員）
11/4
・四方津駅バリアフリー化の請願準備および署名お願いの開始
（地区会長）
11/5
・巌出張所および巌地区社会福祉協議会会長と会費について話し合い
（会長）
11/8
・江口市長を表敬訪問：川島市議会議員等と共にコモアしおつ自治会から四方津駅バリアフリー化
に関する請願及び陳情書提出等についての挨拶、懇談
（会長、恵本副会長）
11/10
・管理組合主催のブリッジ避難訓練に参加
（有志）
11/11
・長期駐輪車の盗難届有無と防犯登録車の追跡状況を駐在所に確認
（総務渉外部）
11/12
・赤い羽根共同募金の納金完了：別項で報告
（地区会長）
11/14
・上野原市区長会代議員会に出席：新年互礼会確認、バリアフリーアンケート受取り
（会長）
11/16
・四方津駅バリアフリー化に関する署名の点検・集計
（各地区会長）
11/17
・四丁目で消防訓練：巌分団第四部の協力で消防車も参加
（自主防災委員会、自主防災隊）
11/18
・
「上野原市交通バリアフリー基本構想策定」に関する請願書と請願署名簿を市議会へ、
紹介議員の服部・川島両氏とともに提出。市長へは陳情書を提出：前号で報告済
（会長）
11/23
・慶応大学、積水ハウスからの健康長寿に関するアンケート調査の協力要請に対する内容の
確認及びスケジュール調整
（会長、副会長）
11/24
・巌地区球技大会の共催：別項で報告
（体育部）
・ＡＥＤ訓練の実施：別項で報告
（自主防災委員会、自主防災隊）
・自治会広報「COMMORE NEWS」第７号の発行
（広報部）
11/26
・上部ステーション前にイルミネーション飾り付け：別項でお知らせ
（文化部、厚生福祉部）
11/27
・市建設経済部建設課、警察署と通行障害庭木の対策検討
（会長）
11/29
・住宅用火災警報器の設置調査終了：12/2 市消防本部へ調査票提出
（地区会長）
随時
・県、市、警察署ほかの広報紙等の回覧または配布
（ブロック委員）
・転居/入居手続き、訃報対応、苦情や要望受付、ブロック委員会開催
（会長 大塚義道）

■ 上野原市からのバリアフリーアンケートに
上野原市からのバリアフリーアンケートに対
からのバリアフリーアンケートに対する取扱
する取扱い
取扱い
「上野原市バリアフリー基本構想策定にかかる生活関連施設・生活関連経路の抽出のためのアンケート」が、
上野原市建設経済部都市計画課から、各区長あてにきております。
アンケート調査の依頼先は上野原市バリアフリー基本構想策定協議会各委員の出身母体に対して行っている
ようです。従って、コモア自治会ではなく各区長宛てにアンケート依頼があったため、各地区の区長が自分の
地区のブロック委員に対してアンケート内容の意見を纏め、各地区合同での意見調整を行ったうえで上野原市
に提出することになりました。
アンケートへの回答は次の手順で処置しますのでお知らせいたします。
(1) 12 月 1 日の役員会において、地区ごとのブロック委員会で説明・依頼することを確認
(2) 12 月 1 日のブロック委員会において、ブロックを代表してブロック委員がアンケートに答えるように説
明・依頼
(3) 12 月 7 日の正午までに、ブロック委員はアンケート用紙を地区会長（区長）へ提出
(4) 12 月 8 日に各地区会長が集合し、アンケートへの回答を整理・作成
(5) 12 月 9 日にアンケート依頼もとへ回答を提出
（地区会長 平野・恵本・新井・大塚）
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■「赤い羽根共同募金」
羽根共同募金」の報告
１０・１１月に実施しました「赤い羽根共同募金」に対し、皆様から下記金額のご協力をいただき、納金を
いたしました。ご厚意にお礼を申し上げます。
１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
合 計
４２,３６１円
５０,４８８円
４０,９１１円
３７,４６８円
１７１,２２８円
（地区会長 平野・恵本・新井・大塚）

■ 4 丁目消防訓練報告
2 度延期された消防訓練もようやく晴天に恵ま
れ、4 丁目の訓練は 11 月 17 日（日）10：00 から
10：40 まで第 22 消火栓を使用して行われました。
参加者は、子供を含めた 36 名（巌分団第四部の
2 名を含む）
。大塚会長、巌分団第四部小俣部長の
あいさつのあと、住民の方々が消火栓の開け方、
ホースのつなぎ方、放水の仕方などの取り扱い方
を積極的に学びました。地元の消防団に所属され
ている方から具体的にご指導を戴き、充実した訓
練となりました。
最後は上野原市防災指導員会栗生会長から防災
意識を高めることが大切というお話をお聞きし無
事終了となりました。
（自主防災担当）

■ ＡＥＤ訓練報告
ＡＥＤ訓練報告
11 月 24 日（日）一丁目集会所に於いて 9：00
から 11：00 まで参加者 14 名 上野原市消防署か
ら２名と上野原警察署から１名の講師をお迎えし、
心肺蘇生法とＡＥＤの操作の訓練が行われました。
倒れている人の心肺停止時間が 2 分以内の場合、
助かる確率が高い心臓マッサージは、全身に血流
を回すために行うなど理解も深まりました。消防
が到着するまでの 10 分間、心臓マッサージ 30 回
と人工呼吸 2 回を繰り返し、その間ＡＥＤの電気
ショックを含めます。このように行う人命救助訓
練は、住民から具体的な質問も多く出され充実し
た内容となりました。
「ＡＥＤを駐在所や西小学校
だけでなく、コモア内に自治会予算で増やせない
か」など貴重な意見も出されました。
（自主防災担当）

■ 巌球技大会開催 ソフトバレー、
ソフトバレー、ソフトボールともにコモア
ソフトボールともにコモア優勝！
優勝！
11月24日（日）、第30回ソフトバレーボール・ソフトボール大会（巌球技大会）が、さわやかな秋晴れのなか、
上野原西中学校グランドおよび体育館で開催されました。
ソフトバレーボールは２チームが参加。少ない参加ではありましたが、和気あいあいの雰囲気の楽しい試合の
中、コモアの勝利。
ソフトボールは３チームが参加し、
決勝ではまさに追いつ追われつのハイレベルの熱い戦いの中、
若手のパワー
と数々のファインプレーで接戦を制し、コモアが勝利をあげました。
参加いただいた選手のみなさん、応援の皆さん、おめでとうございます。そしてお疲れさまでした。
来年もまた優勝をめざして参加したいと思いますので皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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ソフトバレーボール

ソフトボール

ソフトボール
（体育部）

■ 自転車を
自転車を利用する
利用する皆様
する皆様へ
皆様へ
道路交通法の一部改正により、
右図「自転車利用者対策」のうち
平成 25 年 12 月 1 日施行予定の２
つのルールが、
施行になりました。
自転車を利用する皆様にはブ
レーキに不備がないようにすると
ともに、路側帯の左側通行をお願
いします。

（コモア駐在所から）

■ 茶話会開催のお
茶話会開催のお知
のお知らせ
下記の日時で、茶話会を開催いたします。お住まいの各丁目の茶話会にご参加ください。
住民の皆様の親睦を深める会にしたいと思っております。よろしくお願いします。
開催日時
開催場所
一丁目：平成２６年１月２６日（日） 午前１０時～
一丁目集会所
二丁目：平成２６年１月１８日（土） 午前１０時～
二丁目集会所
三丁目：平成２６年１月１８日（土） 午後 ２時～
三丁目集会所
四丁目：平成２６年１月１９日（日） 午前１０時～
四丁目集会所
（総務渉外部）

■ タバコのポイ捨
タバコのポイ捨てはやめましょう 火災の
火災の発生につながる
発生につながる危険
につながる危険が
危険が
日に日に寒さが増して空気が乾燥してまいりましたが、タバコの吸殻のポイ捨てがあとを絶たないようです。
特にこの時期は火災の心配もありますので、タバコの吸殻は灰皿に捨てるようお願いいたします。
（マナー向上委員会）

コモアニュース 掲示板
イルミネーション設置
イルミネーション設置のお
設置のお知
のお知らせ
上部ステーション前にイルミネーションの飾り付けをおこないました。
１月２０日（月）まで、午後５時から１１時まで点灯します。

（自治会 文化部・厚生福祉部）
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コモアゴルフ
コモアゴルフ同好会主催新年ゴルフコンペ
同好会主催新年ゴルフコンペ参加者募集
ゴルフコンペ参加者募集
開催日
平成２６年１月３日
開催コース
オリムピックカントリークラブ
スタート時刻
9:16
集合時刻
8:45
プレーフィー
14,000 円【食事、キャデー付】
参加費
男性 3,000 円
女性 2,500 円
参加申し込み方法；「新年コンペ参加申し込み」と表題し、お名前、生年月日、ご住所 お電話番号を
ご記載のうえ、幹事自宅へのポストイン、又は、ファックス、Ｅメール、Ｃメールにてお申込みください。
締め切り日は１２月２３日ですが定員となり次第締め切らせていただきます。
※※※新春打ち始めに、和気藹々、好プレー、珍プレーで盛り上がりましょう※※※
幹事 自宅住所；コモアしおつ 2-16-2
ＦＡＸ； 0554-66-3981
Ｅメール；nfxth428@yahoo.co.jp
Ｃメール； 090-9294-7167

コモアふれあい広場
コモアふれあい広場
1 月予定
日時：１月６日(第１月曜日) 10：00～15：00
場所：３丁目集会所
内容：新年会 ほか
会費：100 円
尚、１３日(第２月曜日)は祝日につき休会します。
（問い合わせ先 井上 ☎66-2068）

「お正月 餅つき＆
つき＆たこあげ大会
たこあげ大会」
大会」のお知
のお知らせ
日時 新年 １月１２日（日） 10:00～
場所 上野原西小学校
内容 ●餅つき体験と振る舞いもち
●たこあげ大会
詳しくは、開催日直前の回覧板、自治会掲示板のポスターをご覧ください。
（自治会 青少年部）

上野原西小学校ＰＴＡ
上野原西小学校ＰＴＡ 資源ごみ
資源ごみ回収
ごみ回収のお
回収のお知
のお知らせ
日
時 平成２６年１月１８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）

広報部からのお
広報部からのお知
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１月８日（水）
、発行は１月１９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。
稲垣(1-28-6)、 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。掲出期間は２週間です。
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。
編集・
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

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
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/
http://www.commore.jp/

四方津駅バリアフリー化の一日も早い実現を 請願は 12 月 13 日に市議会で可決
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