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■ 業務報告（１１月１日～１１月３０日）

１１月

５日

第６回役員会（３丁目集会場）
第６回ブロック委員会（各丁目集会場）
次年度敬老会について検討会（２丁目集会所）

１１月１８日

２丁目茶話会（２丁目集会場）
１丁目茶話会（１丁目集会場）

１１月１９日

救護訓練（1 丁目集会場）
３丁目茶話会（3 丁目集会場）
４丁目茶話会（4 丁目集会場）

１１月２６日

消防訓練（12 消火栓）３－４０－１付近

１１月３０日

区長会（上野原市役所会議室）
赤い羽根共同募金（各丁目）

■ 赤い羽根共同募金への協力ありがとうございました
コモアしおつ自治会では、皆様のご協力で１７３１８５円の募金が集まりました。
集まった募金は上野原市の社会福祉協議会から山梨県の共同募金会に集められ、地
域福祉や災害ボランティアの支援等に使われます。

■「いきいき百歳体操大交流大会」に参加しました
１１月６日、コモアの百歳体操３グループが山梨
県主催のいきいき百歳体操大交流大会に参加し日頃
の成果を披露しました。
健康寿命を延ばすことを目標に週一度の体操も一
年が過ぎました。個々の成果は色々です。腰痛が軽
減し歩行が軽やかになった。一年間風邪も引かずに
過ごせた。グランドゴルフで優勝した。等々。また、
体操後のおしゃべりも楽しい時間になっています。
まだまだ、市では皆様の参加を呼び掛けています。
詳しくは長寿健康課担当の加藤さんまで連絡下さい。
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■ 健康長寿を実現する住まいとコミュニティの創造に関する４年後調査協力のお願い
4 年前の 2014 年 2 月に、国立研究開発法人科学技術振興機構の社会実証事業として「健康長寿を実
現する住まいとコミュニティの創造」に取り組んでいる慶應義塾大学の研究グループ「伊香賀研究室」
から、積水ハウスの紹介により、コモアしおつ自治会に調査への協力要請があり、コモアしおつ自治会
として調査に協力しました。同研究グループは周辺の自然環境との調和をテーマとした、コモアしおつ
の豊かな住まい・コミュニティづくりから健康長寿実現のヒントを得るために、①コモアしおつの住ま
い・コミュニティと健康の関係の把握、②さらなる健康長寿のための、住まい・コミュニティの側面か
らの調査結果を 2014 年 6 月 15 日付けで皆様に配布しました。この度、同研究グループから 4 年経過
後の同様の調査への協力要請がありました。さらに有意義な提案が期待できることから、コモアしおつ
自治会は前回とほぼ同様のアンケート調査と詳細測定調査という２つの調査に協力することにいたし
ました。ぜひ皆様の調査へのご協力をお願いいたします。

(1)アンケート調査の進め方について
コモアしおつ自治会に加入する、詳細測定調査協力者（約 37 人）を除く全世帯に、個人名と住所
を特定しないアンケート調査票をお配りしますので、次の予定でご協力をお願いいたします。
・茶封筒に、アンケート調査へのご協力のお願い、およびアンケート調査票（世帯主用・同居者用）を
同封し、１月上旬までに自治会ブロック委員がお届けします。
・記入いただいたアンケート調査票（世帯主用・同居者用）は茶封筒に戻し、封をしたうえで１月 28
日（日）までに自治会ブロック委員へお渡しください。

（２）経費の取り扱いについて
アンケート調査票の配布・回収に関する経費として 120 円/世帯×1,300 世帯＝156,000 円が学校
法人慶應義塾よりコモアしおつ自治会に支払われます。この１５６０００円は役員会の承認を得て自
治会の「その他の収入」とさせて頂きます。

（3）個人情報の取り扱いについて
1) アンケート調査票の回収に関して
アンケート調査票は自治会ブロック委員が回収し、各丁目の区長の下に集められた後、慶應義塾
大学の研究グループである「伊香賀研究室」に渡され、開封されます。回収の途中段階で開封され、
個人情報が漏れることがないように徹底いたします。
2) アンケート調査、詳細調査によって得られたデータの廃棄に関して
アンケート調査で得られたデータや詳細調査によって得られた機器による測定結果は、番号化を
施して管理いたします。番号化を施した後、元の紙媒体のアンケート調査票や測定結果を記入する
日誌は、シュレッダーによって細断し、廃棄いたします。
（役員会）
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■ 街をきれいにする会が JR 東日本より感謝状を頂く
登録団体の１つ「老人クラブコモアクラブ」の中の「街をきれいにする会」が長年四方津駅美化活動
に貢献したことに対して東日本旅客鉄道株式会社より感謝状が贈られました。
四方津駅ホームのプランターに花を植える活動に始まり、現在は改札付近のプランターを花で飾り、
清掃など、四方津駅を気持ちよく使っていただく活動を続けています。

■ 救護訓練・消火訓練が行われました
11 月 19 日（日）9 時から 11 時まで、1 丁目集会所で、応急救護訓練を行いました。ほかのイベントと
重なりましたが、当日は 12 名の住民の方が参加しました。上野原消防署、古屋隊員、宇山隊員、中島隊
員により、三角巾を使った患部の止血、包帯、固定の方法、身近なラップ、ビニール袋、新聞紙や雑誌な
どでもできる応急救護の方法、毛布による担架搬送についてもご指導いただきました。参加者の方からは、
毎年少しずつ訓練の内容が変わるので参加して良かったとの声がありました。

消火栓訓練の様子

毛布による担架搬送

11 月 26 日（日）、コモアしおつ第 4 回消火訓練を開催しました。
晴天の下、3 丁目 40 番地付近の第 12 消火栓を使用して行いました。巌分団第 4 部の齋藤様、関原様、
春風様、梶原様から消火栓の開け方、ホースの取り付け方、放水の仕方のご指導をいただき、消火に当
たっての注意やご助言を頂きました。
参加者は一般参加者 3 名ブロック委員 4 名、ボランティア隊 1 名、自主防災委員 2 名の合計 11 名で、
3 人一組となりホースの取り付け、消火栓の開栓、放水など声を掛け合いながら参加者全員が行いました。
消火水栓の蓋は、設置されている場所によって開閉の仕方の違う事があることや、煙の多い火災の場
合は広い範囲での放水を行う事が効果的であるとのお話を伺いました。
定期的に消火栓訓練に参加することで、いざという時に慌てずに行動出来るようにしたいものです。
今年度の消火栓訓練は今回で最後です。
12 月 29 日（金）18 時 45 分 3 丁目集会所集合で、年末夜回り声掛け会を行います。
火災等の災害防止を願った会です。自治会会員の皆様のご参加をお待ちしております。

（自主防災委員会）
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■ 体育青少年部からのお知らせ
本年度，コモア自治会体育青少年部では，コモア自治会のみなさんが，一会場に集い，劇を楽しみ，
演奏を味わいながら親睦を深め，小さいお子さんにとっては情操教育の一環となることを願って，下記
のとおりの会を企画いたしました。小さなお子さんから小学生、大人でも楽しめる会になると思います。
是非ご参加ください。

人形劇を楽しみ，和楽器の音色を味わおう！
◇日

時：２０１８年１月８日（月）

午後１：００～２：３０

◇場

所：１丁目集会所

◇内

容：①人形劇サークルの人形劇の鑑賞。
上野原人形劇サークル『たんぽぽ』による
・エプロンシアター「ブレーメンの音楽隊」
・大型紙芝居「地域の民話」
②和楽器の鑑賞
『和楽美（わらび）の会』による琴，三味線等の演奏

おやつや参加賞なども用意しております。くわしくは回覧をご覧く
ださい。
皆さまのご参加をお待ちしております！
問合せ先

久嶋：６６－４１５５

■ 特別清掃のお礼
12 月 2 日（土）に西小前～国道 20 号までの特別清掃（落葉清掃）を実施しました。参加者は総勢 100
名以上と大勢の方に集まっていただきました。多くのみなさんのご協力により、11 時前に全体の落ち葉
清掃を終了することが出来ました。ゴミ袋は全部で 230 袋と大量の落ち葉を集めていただきました。本
当にありがとうございました。これらの落葉はすべて農家の方に引き取っていただきました。
（環境防犯部）

■ 愛犬家の皆さまへお願い
ペットの散歩時の排泄物の片づけは、飼い主さんの当然のマナーですが、最近歩道や公園や池にまで、
ペットの排泄物が片づけをされずに放置されているという苦情があります。ペットの排泄物は必ず飼い
主さんが責任を持って持ち帰る様にお願いします。本当に一部の方とは思いますが、その行為により、
マナーをしっかり守っている大半の方も肩身の狭い思いをされてしまいます。住民の皆さまも、もしそ
のような行為を見かけた場合は、是非注意をし合って頂きたいと思います。
（環境防犯部）

■ 防犯灯関連のお知らせ
現在、防犯灯でＬＥＤランプへの水の侵入による不具合が発生しているため３－２１－３と
４－４２－３の防犯灯は暫くの間点灯できない状況にあります。ご迷惑をおかけいたしますが
ご理解をお願い致します。
安全上の懸念を感じさせる不具合ですので，同構造を持つ防犯灯は点検して，必要な対応を実施
する予定です。
（施設管理部）
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■ 上部ステーション前広場にイルミネーション
今年も上部ステーション前広場にイルミネーションを設置しました。18:00 から 23:00 まで点灯して
います。点灯期間は 1 月下旬までです。帽子、マフラーで暖かそうにした雪だるま、飛行機に乗ったサ
ンタ？トナカイ達が光り輝いて迎えてくれます。ぜひ一度ご覧になって下さい。

（文化福祉部）
＊撤去作業は諸事情により 3 月になることをご了承ください。
■ ４丁目集会所にＴＶ・ＤＶＤを設置！
映像を使用したい自治会、会員の方の 3 丁目集会所の予約集中を改善するため 4 丁目集会所に TV・
DVD を設置しました。各種活動にお役立てください。
（総務渉外部）
■ 茶話会を開催いたしました！
11 月 18 日(土)、11 月 19 日(日)に茶話会を開催しました。ご協力いただいた会員の皆様ありがとうご
ざいました。
（総務渉外部）

コモアニュース

掲示板

リスニング道場
１月予定

日

時：1)
2)

１月１１日（木） １７：００〜１８：００
１月２５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

コモアふれあい広場
１月予定
日
場
内
会

時：１月８日（第２月曜日）９：００～１５：００
所：３丁目集会所
容：いきいき百歳体操 小物作り
費：100 円

1 月 1 日（月）のいきいき百歳体操はお休みです。
連絡先
平成２９年度
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コモアニュース

掲示板

「上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収部」からのお知らせ
日頃より、上野原西小学校の資源ゴミ回収にご協力をいただきまして誠にありがとうござい
ます。第５回の日程は下記の通りです。
日
場

時
所

お願い

平成３０年１月１３日(土) ９時～10 時
上野原西小学校体育館前駐車場（荒天時は中止します。）
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。
＊ 通常の雨天は実施します。資源ごみ回収部員が荷物を降ろしますので、そのまま車内でお
待ちください。
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１月 10 日（水）、発行は１月 21 日（日）の予定です。
＊Ｅメールの場合は右の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

2-19-9

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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