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■ 業務報告（５月６日～６月９日）
5/7
5/8
5/9
5/10

5/11
5/12

5/14

5/16

5/17

・消防団巌分団第４部の定期会合に表敬訪問した。自治会から酒一升。
加藤部長に対し日頃の協力を謝し、また今後の協力を依頼した。
・上野原市消防署・警察署に自治会長変更のご挨拶のため訪問。
新庁舎となった消防署の署内の案内及び業務内容の説明を受けた。
警察署では西島交通課長に今後の協力依頼を行った。
・金子四方津公民館館長から四方津公民館まつりの協力依頼を受けた。
・総会質問事項検討会

会長
会長・副会長、環境
防犯部長、総務部
長・副部長
・6/14 に予定されている消火栓を使った１丁目消防訓練のための消火栓使用届け
会長、自主防災委員
を東部地域広域水道企業団に提出した。
会総務
・巌地区区長会 Ｈ２７年度活動計画等を決めた。会後、四方津地区区長・副区長、 区長・副区長
及び四方津公民館館長が旧出張所の利用の再検討につき議論し、再検討することに
なった。
・Ｈ２７年度巌地区区長会費 48,000 円を提出した。
・現 AED（電気ショックで心臓の動きを正常化する機械）レンタル契約が 5/31 に
自主防災委員会
終了するためセコム山梨(株)から新契約の説明を受けた。基本契約期間 5 年、延長
1 年、月額 5,300 円（税抜き）
。なお、従来セコム山梨との自治会窓口は会計副主
任が行ってきたが、自主防災委員会総務担当が行うことになった。
・第 2 回役員会・ブロック委員会。
役員・ブロック委員
・住民の方から、
「3：30 頃杜の動物院側の歩道にある『制水弁』から大量の水が
溢れていることを発見し、消防署及び東部地域広域水道企業団に通報した」旨連絡 会長、環境防犯部長
を受けた。原因は水道管のつなぎ目からの漏水で３・４丁目一部地域に断水・停電
等の影響が出た。自治会は防災放送の準備をしたが、企業団が影響地域に個別に連
絡したいとの意向だったので、取り止めた。工事及び濁り水の対応が終了したのは
午後 6 時頃。個別対応した地域の住民の方から連絡がない旨の苦情があった。個別
対応した企業団職員の話では当該お宅には伺ったがチャイムに応答がなかったと
のこと。自治会としては今後個別対応の有無に関わらず防災放送することにした。
広報部
・コモアニュース５月号を発行。平成 27 年度自治会の最初の広報。
・上野原市市制施行 10 周年記念式典（もみじホール）
。
・コモアしおつ団地管理組合法人第２３回通常総会が開催された。

5/18

会長、前会長、自主
防災隊隊長
会長、前会長

・4 丁目集会所側の緑道で小さな柴犬の迷子発見との通報あり。茶毛で赤色の胴輪

２丁目区長参加
会長

を着用の雌。防災放送で広報した。幸い飼い主が見つかり無事保護された。
5/19

5/21

5/23
5/24
5/25
5/26

・公正屋前の街路樹５本につき、伐採および撤去を市に依頼した（建設課道路河川・
花本副主幹対応）
。
（5 頁に詳細）
・秋山電気訪問。現状の問題点・支払い方法等につき打ち合わせた。
・上野原市区長会代議員会：市役所業務研修会・実務講演会について決定。
・３丁目の住民から「近所のお婆さんの姿が一週間ほど見えないので安否確認して
ほしい」旨の連絡が警察に入った。ブロック委員や近隣の住民らにより安全が確認
された。
・上野原西小学校において健康診断が実施された。
・総務渉外部の住民名簿担当の引き継ぎが行われた。地縁団体としての住民台帳を
拡充する関係から、名簿台帳の整理再定義が必要。
・10/18 に総合防災訓練を行う予定でいたが、西小学校のグラウンドが使えないこ
とが判明した。急遽起震車の手配からやり直すことになった。
・AED レンタル契約終了に伴いセコム山梨(株)と新契約を締結した。基本契約期間
５年、延長１年、月額 5,300 円（税抜き）
。機材も新しくなるが操作は基本的に同
じ。機材入れ替えのための駐在所の使用につき駐在所所長に協力を文書で要請し
た。
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会長、環境防犯部長
会長・副会長
ブロック委員・区長

総務渉外部、IT 部
自主防災委員会

会長、自主防災委員
会
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・巌地区社会福祉協議会会費 924,000 円納入
厚生福祉部
・公正屋前の街路樹（４本）
、駐車場前街路樹（１本）
、せんたくクラブ側街路樹（2 会長、環境防犯部長
本）が市により伐採された。また、 時計の公園下の池側のハルニレの木の折れ枝、
枯れ枝の処理も同時に行われ、自治会が立ち会った。
（5 頁に詳細）
・風の公園と３丁目集会所間の緑道にある樹木の剪定要求が住民から出され、自治
会で調査のうえ近隣の剪定すべき樹木も含めて市に要望した。
（5 頁に詳細）
会長、環境防犯部長
・第１回定期清掃実施。住民の皆様のご協力に感謝申し上げます。
（4 頁に詳細）
環境防犯部
・巌財産区管理委員会委員の沖田様より財産区管理につき説明を受けた。
会長
・コモアしおつ敬老会の第１回準備委員会実施。
厚生福祉部・社会福
・１及び２丁目で侵入窃盗の盗難事件が２件発生した。
（2 頁に詳細）
祉協議会福祉協力
員
・上野クリニック前の街路樹３本及び駐在所前の街路樹１本のマイマイガ駆除のた
会長、環境防犯部長
めの消毒液散布を市が行った。散布後に地面に落ちたガは集めて処分した。
・風の公園と３丁目集会所間の緑道にある樹木の剪定が行われた。どの程度剪定す
るかにつき住民の希望と自治会の考えが一致しない事態が生じた。このような場合 会長、環境防犯部長
取るべき基準を明確にする必要がある。
（5 頁に詳細）
・第３回役員会。各丁目ブロック委員会。ブロック委員会後緑の募金を集計した。 役員・ブロック委員
・コモア球技大会実施。
（3 頁に詳細）
体育部・参加者

■ 砂場の砂を入れ替えて頂きました
コモア悠悠会のご尽力により、風の公園の滑り台下砂場の砂を入れ替えて頂きました。また、石の公園の滑り
台下の土を掘って砂を入れて頂き子供たちが安全に滑り台を使えるように改善して頂きました。ありがとうござ
いました。

■ 階段手すりの塗装をして頂きました
コモア悠悠会のご尽力により、大野方面への降り口階段の手すり、及びスポーツの公園下の通学路の手すりの
塗装が終了しました。
・塗装日時 平成 27 年 5 月 28 日（木）
、午前 9 時～12 時
・作業内容：
①手すり周辺の除草、手すりのさび落とし、乾拭き、塗装
②階段の掃除、除草、及び周辺の除草
暑い最中作業して頂き、また綺麗になった手すりを使用でき感謝申し上げます。

■ 日赤社費還元金について
昨年 5・6 月に実施した「日本赤十字社の社員・社費の募集」につき日本赤十字社山梨県支部へ提出した社費
112,200 円の還元金が巌地区社会福祉協議会から支給されました。日赤の社員の皆さんのご協力のおかげです。
１丁目
3,000 円

２丁目
3,850 円

３丁目
2,870 円

４丁目
1,500 円

還元金

合 計
11,220 円

（地区会長）

■ 侵入窃盗事件が発生しました
６月１日（月）未明に１丁目と２丁目で何者かが就寝中の家屋に侵入し、金品を窃取する盗難事件が２件発生
しました。侵入経路は２件とも一階の無施錠の窓からでした。犯人はまだ逮捕されていませんが駐在所の武井
警部補からは次のような依頼が来ています。
「夏期を迎え涼を取るために就寝時に網戸等のままとなっているお宅もあるかと思います。必ず就寝前には施錠
を確認し被害を未然に防ぐようにしましょう。また、不審な人物・車両を発見した際にはメモをするなどして
１１０番通報をお願いいたします。」

コモアニュース 2014-07 月号から― 空き巣にご用心
習慣にしたい防犯対策
● お出かけするときは確実に施錠をしましょう。
ゴミ出しや買い物など、短時間の外出でも施錠をしましょう。
浴室やトイレの窓なども施錠を忘れないように心がけましょう。
● 合鍵を郵便ポストの中や植木鉢の下などに置かないようにしましょう。
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庭に足場になる脚立やポリバケツは置かないようにしましょう。
長期間留守にするときは、新聞の配達をやめてもらうように手配しましょう。
お付き合いのあるお隣さんへ声かけをしておくのもよいでしょう。
（総務渉外部）

■ 自治会保険についてのお知らせ
コモアしおつ自治会は、自治会保険に加入しております。万が一の自治会活動中での怪我、物損等が対象とな
り保険が適用されます。お近くの自治会ブロック委員（玄関ポストなどに「コモアしおつ自治会ブロック委員」
と名札があるお宅です。
）にお気軽にご相談下さい。
（総務渉外部）

■ 転入・転出・訃報のあった場合のお知らせ
お近くの自治会ブロック委員にお気軽に声を掛け、ご相談下さい。

（総務渉外部）

■ 掲示板へのポスター掲示について
下記の団体からポスター掲示に必要な自治会承認印を省略できる、
「掲示板使用承認印省略団体」の申請があり
6 月 6 日に役員会で承認されました。
No.24 ハーモニカクラブ
なお、ポスター掲示は登録番号（上記 No.）と掲示期間（最長２週間）をポスター下部に明記し、期限後は速
やかに撤去するようお願いします。
また、新規登録は自治会定期総会議案書の掲示板使用規程に付属の別紙様式 3「掲示板使用承認印省略登録申
請書」に必要事項記入の上、各地区広報担当まで提出をお願いします。
（広報部）

■ コモア球技大会が行われました
６月７日（日）
、心地よい日差しの中、自治会長の挨拶を合図に１０時半定刻通りそれぞれの競技がスタートし
ました。
ソフトボールでは年齢層も幅広い中、特に怪我もなく勝負を楽しむことを目標に、普段動かさない筋肉を使い
参加者全員が持てる力を発揮。試合は４対２とほぼ投手戦の様相を呈しながらも、最終回７回の裏、ツーアウト
満塁とまさに緊迫した場面。まさかまさかの大逆転ホームラン（ルール上は２塁打）が飛び出すなど、最後まで
双方が懸命のプレーを楽しむことができました。
ソフトバレーボールは３チームによるトーナメント戦で、老若男女和気あいあいと楽しんでいました。結果も
仲良くそれぞれ一勝一敗。
ドッジボールは１年生から６年生まで、たくさんの小学生が参加してくれました。上級生が小さな１年生の面
倒を見ながら元気一杯に走り回っている様子は、とても微笑ましいものでした。
食後に行われたビンゴゲームでは、数字が告げられるたびの「あ～っ」の溜め息や歓声、
「ビンゴぉ」の元気な
声。早い者勝ちの賞品を目指して大人も子どもも笑顔やあたたかい拍手の中、すべての行事を無事故で終えるこ
とができました。参加者全員がお土産や賞品を手にしながら、
「楽しかったよ」の声、声。満足感あふれる球技大
会となりました。次回も大勢の皆様方のご参加を期待しております。
最後になりますが、開会式閉会式でご挨拶をしていただきました大本自治会長、関本副会長、そして各競技の
審判をしてくださった皆様、ご協力ありがとうございました。御礼申し上げます。
（体育部役員一同）
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■ ラジオ体操の実施について
今年も毎年恒例の夏休みラジオ体操を行います。
多数の小・中学生の参加をお待ちしています。
（大人の方も大歓迎！）
期間： 前期 ７月２１日（火）～７月２４日（金）
後期 8 月１７日（月）～８月２１日（金）
時間： 午前６時 30 分～６時 45 分 （開始５分前までに集合してください。
）
場所： 上野原西小学校 体育館前広場
● 雨天の場合は「中止」とさせていただきます。
● 前後期最終日（7 月 24 日・8 月 21 日）には参加賞を配布しますので、雨天でもお集まりください。皆
勤賞は、後期最終日（8 月 21 日）にお渡しいたします。
問合せ先 三澤（みさわ）
：56-7132

■定期清掃協力へのお礼
5 月 30 日（土）第１回目の定期清掃 (草刈作業) を実施致しました。住民の皆様のご協力に感謝申し上げま
す。お蔭様で、かなり綺麗なコモアになりました。ありがとうございました。ただし、場所によっては、全く
清掃をされていない所も見かけましたので、次回の草刈清掃には是非ご協力下さいますよう、お願い申し上げ
ます。また、環境防犯部では部員全員参加で、時計の公園内の池の清掃を実施致しました。金魚等の池の住人
を保護してからの作業でしたが、昨年１２月以来の清掃作業でしたので、大量の落葉と土や石を回収し、土嚢
袋に詰めて市に引取ってもらいました。池も随分綺麗になったと思います。部員の皆様、お疲れ様でした。
(環境防犯部)

■7 月の定期清掃のご案内（住民の皆様のご参加を）
第 2 回の定期清掃(草刈)を実施致します。住民の皆様のご参加とご協力をお願いします。
実施日程：7 月 4 日(土)午前 8：00～9：00 雨天の場合は、7 月 11 日(土)に順延
(当日午前７時頃、防災放送で実施か順延かをお知らせします。)
＊7:30 より 3 丁目集会所横で、草刈機の貸し出しを致します。
＊草刈後のゴミ袋は、全員ご自宅に持ち帰って頂き、月曜日と水曜日に分割して収集場所に出して下さい。
（前
回多い方は 8 袋も持ち帰って頂きました）
(環境防犯部)

■公園灯が点灯していない時の連絡先について
・位置を特定するための識別ラベルをすべての公園灯に表示致しました。公園灯に不具合（ただし、節電のため
の消灯は除きます）が有る場合は、下記の連絡先に、識別記号と状況ならびに、ご連絡された方の名前と連絡
先も、併せてお伝え下さい。これで、コモアレーンを除く、すべての街灯の管理は㈱秋山電気となります。
連絡先：㈱秋山電気 電話（0554）63-0268

（環境防犯部）

■公園と緑道のゴミ入れと灰皿について
公園と緑道のゴミ入れと灰皿については、今までは使用できないような対策をとって来ましたが、以下のよう
な状況となっています。
ゴミ入れ：山形のフタを取付けたが、破壊されてゴミを捨てられるものもある。
灰
皿：喫煙者はフタの板レンガを外して吸い殻を入れているようです。
自治会としては、ゴミ入れはその外枠はそのままにして、土を入れて植物を植えることができるよう、花壇へ
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転用したいと考えています。灰皿は住人だけでなく、外部の方への対応も考えて、撤去する方向ですが、さらに
検討をしたいと考えています。
（環境防犯部）

■公正屋前等の街路樹の伐採について
公正屋前の街路樹はこの時期になっても新芽が出ず、立ち枯れの状態でした。5/10（日）に自治会役員 4 名で
現地を確認し、
「木は死んでおり再生することはない、また、倒れる危険性のある樹木もあるので、早期に伐採す
べき。
」との結論に至りました。
この結論に基づき、市に伐採を依頼し、5/29（金）午前中に伐採を完了致しました。
（環境防犯部）

■緑道の樹木剪定について
3 丁目集会所から風の公園に通じる緑道で、樹木が 2 階の屋根をはるかに超える程大きくなり、また、木の枝
が敷地境界線を越え住宅に接触するようになりました。住民の方からの訴えもあり、自治会はその周辺の状況も
考慮し、市へ剪定をお願いしました。6/5（金）に剪定が行われましたが、結果としては、自治会と業者との詰め
の甘さもあり、満足の行く形にはなりませんでした。今後は市と自治会そして業者がより密に連動し、また、樹
木に詳しい方の協力を得て、対応して行きたいと考えています。その他にも、問題のある個所は多々あると思い
ますが、自治会としては全体の状況を把握して、さらに市とも協議をして優先度の高いものから、順次整備をし
て行きたいと考えています。
（環境防犯部）

■塗装業者の問題について
5/28（木）午後 3 時頃、3 丁目で、ある塗装業者が雨水枡に、水性塗料のついたハケを洗った水を投棄しまし
た。水性塗料の環境負荷は大きくないものの、雨水と一緒に川に流すことは許されていません。業者の社長は塗
料を含む水を投棄してはいけないのが常識と考えていましたが、
作業者は理解しておらず問題行動となりました。
同様なことが他の業者でも行われる可能性がありますので、そのような場面を見かけた方は、即時、止めさせる
と共に環境防犯部の奥田（66-4373）まで、ご連絡をお願いします。
（環境防犯部）

■ 「上野原市バリアフリー基本構想」について
「上野原市バリアフリー基本構想（以下「基本構想」という。）」が４月３０日に公表されました。基本構想
では、「上野原駅周辺地区」と「四方津駅周辺地区」の２地区を整備対象とすることになっています。ここでは
四方津駅周辺地区（範囲などは図１参照）の整備内容等について簡単にお知らせいたします。
※全文は上野原市ホームページでご覧いただけます。
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/eki/toshi-eki.html
【四方津駅周辺地区 基本構想】
基本方針
◇四方津駅のバリアフリー化と併せた道路・通路等の一体的なバリアフリー化を推進します。
◇四方津駅からの主要な施設までのバリアフリー化を推進します。
基本構想では利用者が相当数見込まれるものとして次の8の施設と、その間を結ぶ経路についてどのような整備
をするか記載してあります。 ① ＪＲ四方津駅、②コモアブリッジ、③コモアプラザ、④市役所巌出張所、⑤四
方津郵便局、⑥JAクレインファーマーズコモア、⑦JAクレイン巌支店、⑧コモアブリッジ上部北側通路。
これらの施設と施設間の経路を含む約６６haの範囲が重点的・一体的にバリアフリー化を行う「重点整備地区」
に設定されました。四方津駅および北口駅前広場についての具体的な整備内容や時期は後掲の表をご覧ください。
・自治会総会でのご質問に関して
①バリアフリー化の時期
四方津駅ホームまでのバリアフリー化に関しては、四方津駅には「エレベータ設置の検討」。
四方津駅とコモアブリッジを結ぶ経路に関しては「四方津駅周辺の一体的なバリアフリー整備の検討」が特定事
業等として設定されており、実施時期は平成３０年度～平成３２年度となっております。
②コモア地区からの参加者
上野原市バリアフリー基本構想策定協議会に参加したのは、地域住民の代表として巌地区区長会代表 1名、女
性団体を代表してにこにこママクラブ 代表 1名、行政機関及び市の職員として１名で計３名の方が参加されて
いました。
今後はこのバリアフリー構想の推進を見守っていきたいと思います。
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図 1 重点整備地区、生活関連設備、生活関連経路、生活関連経路の内駅前広場等の配置図

◆ＪＲ四方津駅
事業主体：東日本旅客鉄道（株） 八王子支社
特定事業
項目
事業内容
実施時期
全体
駅構内のバリアフリー化（エレベータの設置）検討
中期
ホーム
ホームと車両、待合室入口、階段（一番下の段）の段差の改善検討
中期
通路
トイレまでの通路の舗装のがたつきの改善検討
中期
その他事業
項目
事業内容
実施時期
階段
ホームの階段の手すりの延長検討
中期
案内
構内案内図や案内サインの改善検討
中期
案内
ホーム上へのＬＥＤ発車表示の設置
長期
心のバリアフリー 駅係員による高齢者、障害者等への適切な対応の充実
継続
実施に際し配慮すべき事項等
駅構内のバリアフリー化にあたっては、関係機関（市）と協議のうえ駅周辺の整備と一体的に推進する。
◆生活関連経路①、② ＪＲ四方津駅 北口駅前広場等
事業主体：上野原市
その他事業
項目
全体

事業内容
四方津駅周辺の一体的なバリアフリー整備の検討

実施時期
中期

実施に際し配慮すべき事項等
四方津駅周辺のバリアフリー整備にあたっては関係機関（鉄道事業者、国道管理者）と協議のうえ総合的解
決策を検討し、駅周辺の整備と一体的に推進する。
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※実施時期について。
短期：平成２７年度～平成２９年度に実施する事業
中期：平成３０年度～平成３２年度に実施する事業
長期：平成３３年度以降に実施する事業
継続：継続的に取り組む事業
※特定事業：生活関連施設・経路、特定車両等のバリアフリー化を具体化するためのもので、基本構想に定めた
特定事業は、事業者による特定事業計画の作成とこれに基づく事業実施の義務が課せられます。
※その他事業：バリアフリー法に定める特定事業の対象外であっても、重点整備地区内のバリアフリー化の推進
にあたって必要な事業です。
（副会長 関本義博）

■ 巌地区社会福祉協議会会費の使いみちについて
巌地区社会福祉協議会会費の使いみちについてご質問がありましたのでご説明します。
まずコモアを含めた巌地区から集められた会費の 40%が各地区社会福祉協議会へ交付金という名前で還元さ
れ、残りの 60%が市社会福祉協議会の法人運営や各種事業に充てられています。
（コモアの場合は自治会予算から 924,000 円を納めています）
巌地区社会福祉協議会は、還元された交付金と補助金を主な収入として、社会福祉向上の為の事業を行ってお
ります。
次に項目の説明と巌地区社会福祉協議会での金額を載せましたのでご確認をお願いいたします。
・収入について
「前年度繰越金」
、
「交付金」
、
「補助金」
、
「雑収入」からなります。
前年度繰越金：前年度からの繰越金
交付金：集められた会費の 40％が各地区の社会福祉協議会に還元されています。約 66 万円
補助金：市より敬老金補助金で約 50 万円
雑収入：お祝い、貯金利息など約 2 万円
26 年度決算では 1,360,142 円です。
・支出について
「事業費」
、
「補助金」交付、
「会議費」
、
「事務費」
、
「雑費」
、
「予備費」からなります。
事業費：地区敬老会（約 80 万円）
、太陽の集い参加（約 7 千円）
、一人暮らし高齢者友愛訪問（約 5 万円）
、視察
研修（約 10 万円）
。事業費全体で約 96 万円。
補助金：ボランティア団体などへの補助金交付で約 25 万円。
会議費、事務費、雑費：約 2 万円。
予備費：繰越金として約 12 万円。
26 年度決算では 1,360,142 円です。
（副会長 関本義博）

コモアニュース 掲示板
「第 16 回コモア盆踊り」開催のお知らせ
夏の恒例行事である「コモア盆踊り」も今年で 16 回を迎え、下記の通り開催致すことになりました。
夕涼みがてら、お子さん、お年寄りの方も皆さんで、2 日間踊って楽しんでいただけるよう、お待ち致
しております。
日時：７月 18 日（土）～19 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
小さい子供さんは、ご両親と一緒にご来場、ご参加をお待ちいたしております。
（盆踊り会長、昆 チエ子 ☎66-3446）
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コモアふれあい広場
７月予定
１）日 時：７月６日（月）10:00～16:00
場 所：３丁目集会所
内 容：小物つくり ほか
会 費：１００円

２）日
場
内
会

時：７月 13 日（月）9:00〜12：00
所：３丁目集会所
容：小物つくり ほか
費：なし
（井上 ☎66-2068）

リスニング道場
７月予定
１）日 時：７月２日（木）17:00～18:00
場 所：２丁目集会所
内 容：小学校高学年を対象とした
英語リスニング訓練
教材費：１００円

２）日 時：７月１６日（木）17:00〜18:00
場 所：２丁目集会所
内 容：小学校高学年を対象とした
英語リスニング訓練
教材費：１００円
（ご連絡は 古田 ☎66-2574 まで）

「上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収部」からのお知らせ
５／９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４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）

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Ｅメールまたは書面で受付いたします。
次号の締め切りは７月 8 日（水）
、発行は 7 月 19 日（日）の予定です。
＊Ｅメールの場合は下記アドレスへお送りください。
広報部 commore2009@yahoo.co.jp
＊書面の場合は次の広報部員の郵便受けまでお願いします。青柳(2-15-3)、赤嶺(3-32-9)、伊東(4-10-3)
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、福井(1-4-7 ☎090-3334-2913)、不在時は青柳(2-15-3 ☎56-7655)までお願いします。
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

佐藤(部長)、福井(副部長)
青柳、赤嶺、伊東、正田、不動田、保田

発行責任者：コモアしおつ自治会長

大本 修 3-27-5

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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