りください︒小雨決行です︒
︵役員・ブロ
ック委員・防犯防災委員は︑晴雨に関係
なくお集まりください︶
年末は忙しさのため不注意の火災や空き
巣被害が増えるとされます︒十分ご注意
ください︒
●防犯ベルの一斉テスト
１２月１８日︵日︶正午に︑防犯ベルの
一斉テストを行います︒防犯ベルを付け
ておられるご家庭では︑この機会に鳴ら
して正常に働くことを確認いただければ
と思います︒
●年末年始のごみ収集
年末最終のごみ収集は︑
１２月３０日
︵金︶
です︒また年始の収集は１月６日︵金︶
からです︒
５名

部会リーダ
５名

外部団体役員

数名

︻美化衛生︼
▼バス通り街路樹
の落ち葉清掃は︑
毎日曜日と水曜日
の６日間︑住民の
皆さん延１２０名
で行われ︑予定を
早めて終了しまし
た︒参加いただき
ました皆さんご苦
労さまでした︒
なお街路樹は︑１月上旬に強剪定の予定
です︒
︻広報︼
▼広報を担当いただける方を募集してい
ます︒高台だよりの制作と発行・ポスタ
ーの制作︑イベントでの写真撮影︑ホー
ムページの制作︑資料作成などです︒パ
ソコン操作︑
写真撮影︑
デザイン︑
文章 の
好きな方・得意な方で︑お手伝いいただ
ける方は︑会長までご連絡ください︒

﹁ブロック委員﹂は︑２１あるブロック
の代表で︑それぞれのブロックの事情と
やり方で︑ブロック内で話し合って互選
いただければと思います︒担当いただく
内容は左表の通りです︒

自治会活動は„ボランティア で運営さ
れています︒一人ひとりの知恵と汗で︑
自分が得意とする分野
で︑皆んなが楽しく親
しくなるための活動を︑
全員で担当できればと
思います︒
自薦他薦を問いません︒
近くの役員までお申し
出ください︒
① 原則月 1 回の「役員会」へ出席い
ただきます
② 部会の委員を担当いただきます
各ブロック1名
（部会は年数回程度開催）
③ 月 1 回程度、ブロック内で「高台
だより」などの配付をお願いします

役職内容

役 職

︻防犯防災︼
避難・防災訓練は︑１１月２０日に行わ
れ︑１００名の参加がありました︒最寄
りの公園に 避難 したのち︑防災訓練
が行われる３号公園に移動し︑市消防署
の指導のもと︑１１９番通報・消火器取
扱い・バケツリレーなどの防災訓練を受
けました︒万一の災害時には︑訓練の成
果を発揮いただければと思います︒
︻集会所︼
高台集会所の年末
大掃除は︑１０日
に行われ︑３４名
の参加がありまし
た︒日頃掃除しな
い屋根や雨どい︑
部屋の隅々まで︑
力を入れてきれい
にできました︒お
手伝いいただきま
した皆さま︑ありがとうございました︒

ブロック
委員

平成２４年度︵平成２４年４月から２５
年３月まで︶の新役員の立候補を受付け
ています︒
役員には﹁常任委員﹂
︵定員１５名︶と﹁ブ
ロック委員﹂
︵同２１名︶があります︒常
任委員からは︑左表のように互選で四役
を︑また自薦他薦でリーダなどの役割を
担当いただきます︒

役
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小学校内には２階建てのクラブハウスも
建てられ︑誰でも参加できるいろいろな
スポーツが︑
定期的に開催されています︒
内容はチラシや掲示板などでご覧くださ
い︒
︻ 福祉︼
▼敬老昼食懇談会は︑１１月２６日と２
７日に行われ︑合
わせて６０名の参
加がありました︒
対象者が多くなっ
たため今回初めて
２日間に分けて行
いましたが︑ゆっ
たりとできたと好
評でした︒昼食に
カラオケに会話に
大いに盛り上がりました︒２日間にわた
って準備と担当いただいた皆さんありが
とうございました︒

常任委員の役職

役職内容
① 会長・副会長・会計・庶務です
（各１名、
庶務は23年度から2名）
② それぞれは、自治会の代表、補
佐、会計、事務 を担当いただき
ます
① スポレク・防犯防災・福祉・美
化衛生 などの部会のリーダです
② 部会で、それぞれ専任的な活動
のリーダを担当いただきます
① 長岡京全体の 防犯・廃棄物減
量・総合型 SC・生涯学習推進・
補導 などの役員です
②それぞれ組織の会合に出席する
などをしていただきます
四

平成２３年も残り少なくなりました︒今
年は大きな震災や水害などの災害が相次
ぎ多難な一年でした︒
来年は︑干支で壬辰︵じんしん︑ みずの
え たつ︶
︑十二支の中でただ一つの想像
上の動物︑辰︵龍︶年です︒昇り龍のよ
うに運勢を上げ︑登竜門を越えてよい年
にしたいものです︒
来年は７月２７日からロンドンで第３０
回オリンピックが開催され︑アメリカ大
統領やロシア︑フランス︑韓国などでリ
ーダの選挙が続く注目の一年となること
でしょう︒
高台の年末年始の予定をお知らせします︒
●﹁年末特別警戒パトロール﹂
１２月２８日︵水︶と２９日︵木︶
︑防犯・
防火のための年末パトロールを行います︒
拍子木を鳴らしながら︑
火の用心の掛け声と共
に２組に分かれて高台
内を廻ります︒
一緒に回っていただけ
る方は︑午後８時に高台集会所にお集ま

︻ 環境︼
▼鳥居前古墳︵第二大山崎小学校前バス
停前︶の発掘調査と南谷︵４丁目南奥︶
の埋蔵文化財発掘が︑住宅地開発に先立
ち行われました︵何も出土しなかったと
のことです︶
︒
︻ス ポレク︼
▼﹁総合型地域スポーツクラブ﹂は︑文
科省管轄で全国的に組織化されたもので︑
長五小校区でも結成されています︒

11 月 20 日の避難・防災訓練

12 月 10 日の年末大掃除
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11 月 26 日の敬老昼食懇談会

11 月 27 日の落ち葉清掃

︻ 他 ︼
▼５号公園︵２丁目東︶内にある蛍光灯
電柱の移設工事を１月上旬に行います︒
これは自治会創立２５年記念植樹の場所
を確保するため行うものです︒

▼﹁長岡京市民マラソン大会﹂は︑１月
１５日
︵日︶
午前１０時から行われます︒
スタートとゴールは西山体育館で︑１０
時３０分くらいに往路復路で高台の奥海
印寺納所線︵バス通りの西側道路︶を走
ります︒今回は８００名を越える皆さん
の参加があり︑応援をお願いします︒

４丁目︵１９Ｂ︶ 米澤 民恵さん

私が高台に引っ越してきて
来年でちょうど２５年にな
ります︒大阪市内で生まれ
育った私は︑越してきて鶯
の鳴き声やホタル・ムカデ・カメムシにビ
ックリ︑１日でニョキニョキ大きく伸びる
竹の子にビックリ︑初めてのことばかりで
本当に驚きの連続でした︒
そんな自然が多い環境で︑３人の子どもを
育てることができたのは幸せでした︒子ど
もがヨチヨチ歩きの頃は︑グルグル４丁目
中を歩きました︒子育ての先輩方がいつも
声をかけてくださり︑﹁いらなくなったから
使って﹂とおもちゃや絵本をいただくこと
もありました︒公園デビューは２号公園で
したが︑そこでもたくさんの優しいママ友
に出逢うことができました︒恵まれた中で
の子育てで︑３人の子どもたちは健やかに
育ってくれました︒
とくに末っ子の宏明は︑やんちゃ坊主でし
たから︑あちらこちらでご迷惑をおかけし
たことと思います︒そんな息子が陸上競技
の走り幅跳びや三段跳びに夢中になり︑高
台だよりにも載せていただき︑応援してい
ただいていることに感謝しています︒４月
から関東の大学に進学していますが︑帰省
して︑高台を
ジョギングして
いましたら﹁宏
ちゃんがんばっ
て﹂
と声をかけていただければと思います︒

︵宏明さんは︑千葉国体少年Ａの部優勝︑世界ユー
ス大会日本代表などの成績を収められています︶

＊今月度の入退会はありません︒

