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■ 業務報告（
業務報告（4
4 月 7 日～5
日～5 月 13 日）
月/日
4/7
4/8

4/9

4/10
4/12

4/13
4/16
4/17
4/20

4/22
4/24

4/27

4/29
4/30

5/3
5/4

5/7
5/8
5/9
5/10
5/11

お も な 活 動 業 務
（ ）内は担当
・定期総会議案書、カヤヌマ印刷へ第 1 回目の入稿。
回目の入稿。
（総務渉外部）
・議案書会計監査審議会を開催。第
・議案書会計監査審議会を開催
2 回目の審議は必要なく、会計監査についても出稿できること
になった。
（会長・会計・監事）
・44 月度管理組合理事会。
（会長）
・議案書監査結果を受けて、会計・監事の印鑑を押印し、議案書の最終出稿ができることになった。
（総務渉外部）
・いきいき百歳体操。
（体育部）
・民生委員 4 月度定例協議会。
（民生委員）
・新年度になって第１回の巌社会福祉協議会開催。
・新年度になって第１回の巌社会福祉協議会開催。4/27 の総会に向けての資料につき審議した。
（社
協理事）
・いきいき百歳体操。
いきいき百歳体操。
（体育部）
・コモアニュース４月号を発行した。
（広報部）
・いきいき百歳体操。
いきいき百歳体操。
（体育部）
・上野原市区長会区長退任式。
（区長）
・いきいき百歳体操。
いきいき百歳体操。
（体育部）
・カヤヌマ印刷から３丁目集会所に予定通り定期総会議案書が納入された。
（総務渉外部）
・３丁目集会所において定期総会議案書をブロック委員に配布。一両日中に各戸に配ることになっ
ている
ている。
。
（ブロック委員）
・いきいき百歳体操。
いきいき百歳体操。
（体育部）
・藤野電工が防犯灯の修理作業を行った。４件の修理を行い問題なく完了した。自治会では作業が
環境防犯部から施設管理部（予定）に変更予定なので引き継ぎも兼ねて次期担当者にも立ち会っ
てもらった。
（環境防犯部）
・いきいき百歳体操。
（体育部）
・Ｈ２９年度の巌社協の総会が開かれ、役員・理事等が選出され、Ｈ２８年度活動報告・Ｈ２９年
度活動計画が承認された。
（新区長・副区長
（新区長・副区長）
・第２５回定期総会議案書に対する質問票と総会の出欠届けを集計した。
・第２５回定期総会議案書に対する質問票と総会の出欠届けを集計した。
（総務渉外部）
・議案書に対する質問につき回答検討会を開催した。
（現新会長・副会長、現専門部長）
・４丁目集会所でドアやシャッターが閉まっているのにエアコンが点いているとの住民からの苦情
があった
があった。調べたところ一時的に買い物に出ていたとのことであった。使用者に改善をお願いし
。調べたところ一時的に買い物に出ていたとのことであった。使用者に改善をお願いし
た。
（会長）
・４丁目集会所に保管されていたケーブル類
・４丁目集会所に保管されていたケーブル類を処分した。
を処分した。
（会長・環境防犯部長）
・２丁目の住民から石の公園側の外周道路にタヌキが死んでいるとの通報があった。連休にあたり
市の担当職員がいないため自治会で対応す
市の担当職員がいないため自治会で対応することにした。死骸の状況から交通事故によるものと
ることにした。死骸の状況から交通事故によるものと
思われ、ハエがたかりカラスが寄ってくる状態なので埋葬した。
（会長・環境防犯部長）
・55 月度役員会・ブロック委員会を開催した。
（役員・ブロック委員）
・定期総会の議事進行につき検討会を開催した。
（現新役員他総会登壇予定者）
・いきいき百歳体操。
いきいき百歳体操。
（体育部）
・上野原市議会３月議会で採択された千足地区に関する巌区長会から請願につき、市議会議員によ
る現地調査が行われた。
（巌区長会役員）
・55 月度民生委員定例協議会。
（民生委員）
・いきいき百歳体操。
いきいき百歳体操。
（体育部）
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・5 月度巌区長会が開催された。
（巌区長会副会長）

■ 定期総会が開催されました
5 月 14 日（日）午後 2 時から上野原西小学校において平成 28 年度（第 25 回）定期総会が開催されました。活
発な議論があり、予定時間を超過しての会議でした。参加していただいた皆様、お疲れ様でした。

■ 新会長就任にあたって
コモアと私
和田健司

「朝、コモアブリッジへ向かって歩いていると左手の山の間から太陽が昇ってきます。コモアの大地をきらき
らと黄金色に輝かせながら、そんな中を歩き駅へ向かうひとときが私に一日の元気をくれます。夜、別世界へ連
れて行ってくれそうな長いトンネルの中のエスカレーターを降りると、
満天の広大な星空が私を迎えてくれます。
ぽつぽつと明かりの灯った素敵な緑道を我が家へ向かうとき、一日の疲れから解放されます。
」
「冬は真っ白に、
春は萌葱色に、秋は紅葉に染まる目の前のスヌーピー山を見るのも楽しみです。
」私はこんな事を書き、コモアで
の生活をいつも自慢していました。
コモアに越してから２０数年が経ち、もうここは私の第二の故郷です。この素晴らしい街がいつまでも自慢で
きる街であるよう皆さんと共に大切に守っていきたいと思います。２年間よろしくお願いします。

＊スヌーピー山は目の前の山に私が勝手に付けた名前です。
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■ 第２５回定期総会議案書の一部訂正・変更のお知らせ
第２５回定期総会の議案書につき次の訂正・変更がありますのでよろしくお願いします。
Ｐ
５
５

１８

該当箇所

誤

集会所の利用状況・合計列・１丁目
合計
コピー使用枚数
登録団体・一般列/１丁目・合計
合計列/１丁目・合計

正

147
1,157
0
15.810

174
1,184
11,059
200,417

339
16,149

11,398
200,756

平成 28 年度 財産目録

【預金】のみ記載

【預金】の後に【土地】の記載
を追加する
（下記表 1 に示す）

平成２９年度コモアしおつ自治会
役員名簿
監事・副主任／氏名／住所

福島 康浩／4－11－18

福島 康浩／4－18－11

平成２９年度 地区ブロック委員名簿
３丁目
８ 安藤 貴文/担当
１８ 安藤 恵子/担当

環境防犯部
総務渉外部（集会所担当）

総務渉外部（集会所担当）
環境防犯部

４８

平成 29 年度 予算（案）
３．解決金会計／収入の部／科目

平成 27 年度繰越

平成 28 年度繰越

８３

上野原市事務嘱託員・事務嘱託員補佐
２丁目／氏名／住所／電話番号

浅田 淳一/2-26-5/66-2808

大枝 水香/2-16-2/66-3981

Ｈ２９年度清掃分担一覧表
《１丁目》～《４丁目》
表上部のコメント

…他の区域の応援を…

…他の区域（フットパス含む）の応
援を…

３６

３８

９７～
１００

表 1 P18 の追記内容

【土地】
1
2
3
4
5
6
7
8

コモアしおつ
コモアしおつ
コモアしおつ
コモアしおつ
コモアしおつ
コモアしおつ
コモアしおつ
コモアしおつ

所 在 地 番
三丁目 １８８７－１４
三丁目 １８８７－１５
三丁目 １９２３－１７
三丁目 ２５７６－２３４
三丁目 ２６０６－３
三丁目 ２６０６－１４６
三丁目 ２６０６－１４７
三丁目 ２６１３－７２
面積合計

面積（㎡）

65.00
374.00
1.59
4.84
449.00
13.40
2.02
102.00
1,011.85
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登記地目
山林
山林
雑種地
山林
山林
宅地
宅地
山林
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■ 第１８回施設問題協議会の報告
先月号で報告した上野原市との第１８回施設問題協議会の議事録を受け取りましたので、自治会の協議事
項につき、概略ご報告します。
議事項目と結果 ：
(1) コミュニティ道路にある防犯灯について
➡ コモアレーンの街灯の LED 化と一緒に、コミュニティ道路の防犯灯も同一の器具で LED 化する予
定。LED 化はリースで対応する予定であり、電気料金とリース料を分けることができない場合は、市
がリース料を支払う中で電気料金も負担することになるかと考える。
（建設課）
(2) スポーツ公園、奥平・川合通学路について
➡ 従来通り地域で負担してほしいと考えている。通学路については赤道であるので他地域でも地域
の負担である。公園については他地域での例はないが、市としては当該地域で負担をお願いしたいと
考えている。
（建設課）
(3) コモア地域内の公園・緑道の樹木について
・１５ｍを超えるような高木の剪定について
➡ 28 年度一部行ったが、引き続いて検討課題としたい。
（建設課）
・道路の補修について
外周歩道の補修作業はすべての石ブロックを埋めかえていたが、木の周りだけやるといった方
法は取れないものか？（自治会）
➡ 施行基準が定められており、全て行うことにより耐久期間が 20 年となる。
（建設課）
（大本会長）

■ 自治会保険の更新について
自治会保険が４月２９日に満期となりましたので、以下の内容で更新しました。
・保険会社：富士火災海上保険（株）
・代理店 ：
（株）エヌシーエス
・保険料 ：２５６，５６０円
・保険期間：平成２９年４月２９日午後４時～平成３０年４月２９日午後４時まで
・世帯数 ：１，３２０世帯
自治会活動に付随して発生する損害については、自治会員はもちろんのこと会員でない参加者についても補償
されますので、お近くのブロック委員にお知らせください。
（総務渉外部）

■ 平成２９年度 消防訓練及び
消防訓練及びＡＥＤ
訓練及びＡＥＤ使用訓練のご連絡
ＡＥＤ使用訓練のご連絡
１． 消防訓練（消火栓）
第１回目 日時：６月１８日（日）午前９時～１１時 場所：第１２消火栓 ３－４０－１付近
第２回目 日時：７月３０日（日）午前９時～１１時 場所：第２２消火栓 ４－３９－５付近
消火栓を使った放水訓練を行います。放水の強さを是非体験してみてください。
２．ＡＥＤ使用訓練
日時：７月９日（日）午前９時～１１時 場所：１丁目集会所
ＡＥＤ使用訓練にあわせて従来の心肺蘇生訓練も行う予定です。ＡＥＤによって救命は身近なものになりま
した。一度、体験してみてはいかがでしょうか。
（自主防災委員会）
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■ 5 月度定期清掃のご案内（住民の皆様のご参加を）
平成 29 年度最初の定期清掃(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：5 月 27 日(土)午前 8：00～9：00 雨天の場合は、6 月 3 日(土)に順延致します。
(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行います。
＊ブロック委員の方は積極的にご参加の上、4 月にお渡ししましたゴミ袋を参加者の皆様にご配布ください。
＊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ください。
（環境防犯部）
■ 4 月度の街灯修理工事について
昨年 9 月以来の正式な修理工事ですが、4 月 24 日（月）に実施致しました。不点灯：3 件と常時点灯：1 件
で合計：4 件の不具合対応ですが、先月報告した 5 件と同様にすべて自動点滅器の交換で復旧致しました。
自動点滅器はＬＥＤ化工事の時に交換していないため、不具合はＬＥＤ化の施工業者の責任ではなく、自治
会の責任として部品を準備して、藤野電工殿に修理として交換して頂いております。
（環境防犯部）

■ 防犯カメラの画像データの
防犯カメラの画像データの提供要
提供要請について
4 月 28 日（金）午後に上野原署の捜査係の方より、防犯カメラの画像データの提供要請があり、提供しました。
画像データの必要期間は 4 月 27 日午前 0 時～28 日午前 0 時でした。
事件の概要は 3 丁目外周道路の北側のお宅に空巣が入りました。犯人は掃き出し窓のガラスを割り部屋に侵入
し、金品を奪ったそうです。
防犯カメラを設置してから、すでに 4 回目の協力要請です。この画像データを活用して早期に事件が解決する
よう、期待したいと思います。
住民の皆様、コモアは泥棒に狙われているようです。戸締りや金品の保管には最大限の注意を払い、近隣の方
とのコミュニケーションを良くし、見透しの悪い樹木等はスッキリとさせ、泥棒の入りにくいコモアに致しまし
ょう。
（環境防犯部）

■ スズメ等への餌付けについて
スズメ等への餌付けについて
以前コモアニュースでも注意喚起をさせていただきましたが、現在もスズメ等の鳥に対して、パン屑等の餌
を与える方が見受けられます。餌付けをすると、スズメは隣や向いのお宅の屋根や庇にとまり餌を待つため、
その下は糞が放たれ白い汚れと臭いに困ってしまうということになります。
野生の動物に対しては餌付けをしてはいけないと言われています。糞害だけではなく生態系を乱すことにも
なりますので、良くないことだと認識をして欲しいと思います。餌を与える方は動物に優しいことをしている
とお考えだと思いますが、ご近所の方にとってはとても迷惑なことです。餌やりをしている方に直接は言いに
くく、近隣が迷惑していることを早くご自分で気が付いてほしいと願っている状況です。
（環境防犯部）
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コモアニュース 掲示板
コモアふれあい広場
6 月予定
日時：6 月 5 日(第 1 月曜日）9：00～15：00
場所：3 丁目集会所
内容：いきいき百歳体操 小物つくり ほか
会費：100 円

日時：6 月 12 日（第 2 月曜日）9：00～12：00
場所：3 丁目集会所
内容：いきいき百歳体操 小物つくり ほか
会費：なし
（井上 ☎66-2068）

リスニング道場
6 月予定
日時：6 月 22 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
またやります、コモア アコースティック ライブ
Ｖｏｌ．１６
コモア アコースティック クラブでは以下の日時でライブイベントを開催します。
日時：６月１１日（日） １３：３０～１６：３０
場所：上部ステーション前広場（雨天の場合、 三丁目集会所 にて開催します）
おかげ様で、コモア・アコースティック・ライブも１６回目となりました！！今回も民謡、フォーク、昭和歌
謡、ビートルズ、オリジナル曲などなど、いろんな曲を寄せ集めてお送りします。
コモアの地元ソング「マイ タウン コモア」も当然歌います。さらにメンバーの楽しい（？）お喋り付き！！
青春の日のあの歌、思い出のあの曲を一緒に楽しみませんか？ お気軽にお出掛けください。
ドリンク類、歌詞カードもご用意してお待ちしております！！
１３：３０開始です。スタート時にお客様がいないと「このまま終わるのでは？」
とメンバー全員ドキドキしちゃいますのでお早めのお越しをお待ちしております。
（お問い合わせは 立川 ☎090-3438-6954）

広報部からのお知らせ
5 月 14 日の定期総会後から新年度の広報部が担当します。
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 6 月 7 日（水）
、発行は 6 月 18 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。柴田(2-22-12)、蔦木(4-42-7)、原(2-8-2)まで)
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、 浦田(4-39-6 ☎090-4708-5250)、不在時は佐藤(1-9-8 ☎66-2980)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

児玉(部長)、浦田(副部長)
久島、佐藤、柴田、田中、蔦木、原

発行責任者：コモアしおつ自治会長
和田 健司 2-1919-9
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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