高台「夏まつり」は、来る８月２０日（土）
３号公園で行われます。現在自治会常任
委員、ブロック委員が中心となって、準
備を進めています。今年は自治会設立２
５周年の年で、ありその記念内容も合わ
せて実施して、楽しんでいただけるよう
考えています。
▼「バザー出品」のお願い
毎年大賑わいのバザーを今年も行います。
皆さんの出品をお待ちしています。
「購入したが使っていない」「進物でもら
ったが仕舞われたまま」「大量に買って残
った」
「ダブって買ってしまった」などな
どありませんか。
「陶器」
「日用品」
「タオ
ル」
「石鹸」
「カバン」
「酒」
「食料品」
「缶
詰」
「骨董品」など、新しいものが喜ばれ
ますが、何でも結構です。８月１６日ま
でに、お近くのブロック委員までお願い
します。
ご提供いただいた物品の売上は自治会や
夏祭り運営の大きな収入になります。ご
協力よろしくお願いいたします。
▼準備協力へのお願い
夏まつり準備
や実施には多
くの皆さんの
協力が不可欠
です。日程は、
下表のように
なっています
が、役員以外
の方また以前
ご協力いただ
いた方の積極
的な参加をお
待ちしていま
す。ご協力い
ただける方は近くのブロック委員か常任
（なお夏まつり当日
委員までお願します。
の詳細は、８月上旬に発行される「高台だ
より 夏まつり特集号」でお知らせします）

高台地区で
「違法駐車」
が増えています。
バス通りのような「駐車禁止」のところ
に車を停めることは違法駐車になります
が、駐車禁止でないところでも「６メー
トル程度の道路」や「同じ場所に１２時
間（夜間は８時間）以上車を停めること」
なども、違法駐車となります。また高台
の道路は生活道路であるため、車を停め
ることは「違法駐車」
にならないまでも
「迷惑駐車」になり
ます。皆んなで使う
道路に、個人の車は
停めないようにしましょう。

防犯防災部会が、リーダ藤井隆三さんのも
と開催されました。特に大震災のあとでも
あり、市や警察・消防との連携の下防災意
識の向上と万一の場合の住民の助け合い
意識を高めることが確認されました。
△防犯防災意識向上（ポスター・垂幕な
どによる広報活動）
△防災活動（秋の避難・通報・救急・消
防・給食訓練）
△防犯活動（門灯・街灯点検パトロール
（別項参照）
、防犯ベル一斉テスト、年末
の夜間パトロール）
△登下校時の安全指導（五小随時指導、
西乙高 年３回（延９日）通学安全指導、
年７回の青パト）

●７月２６日（火）午後７
時からさくら会館で工事が
進む「にそと」高台地区懇
談会があります。当日は工
事関係者、国・府・市の担
当者から工事進捗や阪急の
新駅について説明がありま
す。とくに問題としていた
防音壁・街路樹等について
も説明があります。
「にそと」の完成により近
隣の風景が一変し、私たち
の生活にも少なからず影響
が出ることと思います。
多数の皆さんの参加をお待
ちしています。

●「自治会２５周年 懇談会」が、７月２９
日（金）１３時から、さくら会館で行われ
ます。これは自治会２５周年を記念して、
これまで自治会活動に携わってこられた皆
さんから、設立当初の苦労話や活動での思
い出話しなどをお聞きするものです。お話
しいただいた内容は、まとめ編集して記念
特集号などとして皆さんにお配りいたしま
す。多数ご参加ください。
また自治会活動の記録や資料写真などをお
持ちの方は、特集号に入れたいと思います
のでご提供いただければと思います。

●「平和を考える市民フォーラム」が、７
月１６日
（土）
中央公民館等で開かれます。
平和の展示、水団試食、映画鑑賞（火垂の
墓）などがあります。詳しくは長岡京市の
ＨＰまたは
「広報長岡京」
をご覧ください。

菩提寺橋近く

新設の公園
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ございました。１９０人の皆さんから１
０７６００円の募金いただきました。
【防犯防災】
門灯・街灯の点検パトロールを、７月２
０日（水）に行います。当日一緒に回っ
ていただける方は、午後７時３０分にさ
くら会館にお集まりください。
【 緑のサポータ 】
先日緑の協会から、サルビア・ポーチュ
ラカ・マリーゴールドなどの苗をいただ
き、緑のサポータの皆さんが、３号公園
と５号公園の花壇に植え付けました。今
を盛りと色を競っていますので、一度ご
覧いただければと思います。引き続き緑
のサポータを募集しています。会長また
はサポータまでお願いします。

２丁目

畠口 潤 さん

９歳で高台に引っ越して来た
頃、我が家の周りは後藤宅を
除いて空き地だらけで、本当
にのんびり、広々とした所でした。
春になると今まで見たことのない小さなピ
ンク色の„ネジ花”
がたくさん咲きました。
夏には〟コオロギ”が家の中に堂々と何匹
も入ってきました。小さな自然がとても可
愛かったことを覚えています。あれから３
６年、年月の経つのは早いものです。
ところで音楽が好きだった私は、姉の後に
ついて幼い時からピアノを弾いていました。
週に一度のレッスンで習っている曲にはあ
まり関心がなくとても退屈でした。そこで
家にあった楽譜を片っ端から弾いてみたり、
テレビラジオで流れるメロディを即興で弾
いたり……とにかく音楽で遊ぶ毎日でした。
その後急かず焦らずマイペースで勉強を続
け、大学ではオーボエを専攻することとな
り、
現在は学校で音楽の教師をしています。
クラシック畑だった私が、逆に学校の授業
でビートルズ、カーペンターズ、サザン、
ユーミンなどの世界 に出会えたのも新た
な体験で、新鮮な喜びとなりました。
そうした時自治会から演奏の依頼があり、
昨年５月フルートの浦田さんとミニコンサ
ートをさせていだだきました。当日は„伴
奏なしの二重奏”ということもあってどう
なるか心配でしたが、皆さんの暖かい支援
で何とか楽しんでいただけたものと思って
います。私がやってきた音楽が少しでも皆
さんのお役に立てたようで、うれしい限り
です。生演奏はいいものですね…。又、皆
さんと音楽を共有できればと
思っています。
追伸・昨年の秋、我が家のヤ
マボウシの枝にメジロが巣を
作りました。中には卵が二つ…
残念ながら親鳥はどこかに行ってしまいま
したが。
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２丁目６・３ （３Ｂ） 廣末 和志 さん
３丁目１６・３（１７Ｂ） 古市 靖孝 さん
３丁目１６・４（１７Ｂ） 藤川 永生 さん

入会

●（このコーナーの投稿を募集しています。
「思
い出」
「趣味」
「随筆」
「旅行記」
「雑感」
「仕事の
こと」などばかりでなく、
「詩・俳句・掌編」
「写
真」
「絵画」などどんなものでも結構です。投稿
いただける方は、広報担当（
）まで
お知らせ下さい（お伺いしての取材もできます）
。

.

【美化衛生】
アルミ缶回収にご協力いただ
きありがとうございます。こ
の２ヶ月間でこれまでのほぼ
２倍の１万円分を回収できました。ご家
庭で出るアルミ缶は、さくら会館横の回
収箱に入れていただくか、第３水曜日の
古紙等回収日に玄関にお出しいただけれ
ばと思います。
【福祉】
赤十字募金にご協力いただきありがとう

高台自治会のホームページ（ＨＰ）を、２
年前にアップし、これまで約１．２万件の
アクセスがありました。
そのＨＰを、自治会設立２５周年を期にデ
ザインを含め全面改訂し、またアドレスも
変更し、http://taka-dai.info となり
ます。ブックマークいただければと思いま
す。新しいＨＰには「自治会の紹介」
「専門
部会の活動」
「サークルの紹介」
「歴史の会
の写真ビデオ」
「イベントの写真集」
「お隣
さんの紹介」
「近くの名所旧跡」
「高台でＨ
Ｐをお持ちの方の紹介」
「高台だよりのバッ
クナンバー」
「バス時刻表」などがあります
（容量は１．３ＧＢ）
。
ＨＰが更新された場合、既に登録されてい
る７０名の皆さんにはメールでお知らせし
ていますが、メール登録ご希望の方は、
n_takadai@yahoo.co.jp までお知らせく
ださい（登録はパソコンメールでも携帯メ
ールでも構いません）
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