４月に第２７回自治会定例総会があり、
それまでの準備スケジュールが決まりま
したので、概略をお知らせします。
●〈ブロック委員選出〉現ブロック委員
が中心となって、次期委員候補を推薦い
ただきます。２月１１日の定例役員会で
中間報告し、１８日までに確定いただき
ます。
●〈部会等の次期計画〉各部会のリーダ
ーの皆さんは、部会の総括と次期計画案

時に常任委員の中から四役や各部会のリ
●〈議案書関連〉総会で審議する議案書

ーダーを互選により選出されます。

薦で選出していただきます。４月の総会

に１３名（程度）の常任委員を自薦・他

算案を作成ください。
●〈次期常任委員の選出〉３月３日まで

を作成いただきます。会計は決算案と予

を、
３月３日に作成し、
１０日に決定し、
４月４日にその他の資料とともに印刷・
配付いたします。
これらの人選や作業は、今後の自治会の
行方を大きく左右することになります。
自治会活動は、住民の皆さんが互いに助

現役員

現常任委員
＿

れは自治会の収入とはなりません）
。
前述
の方法でお出しいただくよう重ねてお願
いいたします。
▼高台のバス通りにある８５本のナンキ
ンハゼは、秋の紅葉を終えて可憐な白い
実をつけていましたが、その実も多くが
落ちましたので、この機会に剪定を行い
ました。下枝切りなどは適宜実施してき
ましたが、今回は来年の新緑に向けて大
きく刈り込む強剪定を行いました。春に
はきっと新芽が息吹き、その間を緑の風
が吹き渡っていることでしょう。

多くの皆さんの参画と総意をお願いいた

ればと思います。

なるための活動を、全員で担当いただけ

分野で、皆んなが楽しく皆んなが親しく

ひとりの知恵と汗で、自分が得意とする

ンティア精神でなりたっています。一人

げは自治会の大きな収入となっています。

玄関に出しいただいています。その売上

水曜日の「古紙等回収日」に

入れていただくか、毎月第３

都度さくら会館横の回収箱に

【 美 化 衛 生】
▼ご家庭で出るアルミ缶は、

ただきました。２班に分かれて、拍子木

さんを含めた延５３人の皆さんに参加い

２月２８日２９日の２日間行われ、子供

【防犯防災】
▼年末恒例の特別警戒パトロールが、１

缶を出しておられる方もみられます（こ

しかし月２回の分別ごみの日に、アルミ

確定

します。

け合う、また社会奉仕するといったボラ

確定

記念誌表紙
高台ホームページ（冬版）
高台ホームページ（冬版）

を打ちながら高台中を回り、火の用心と

戸締り用心を訴えました。市議会議長と

副市長、消防署の皆さんも激励に来られ
挨拶をいただきまし
た。参加された方か
らは「パトロール中、
家から出てごくろう
さんの一言が大いに
励みとなりました」
との感想をいただい

ています。
【緑のサポータ】
▼高台２丁目の東にある５号公園にあっ

た蛍光灯電柱の移設と付近の整地を終え

ました。これは、高台自治会創立２５周

年記念として、ここに枝垂れ桜の記念植

樹を行うためです。写真は有名な山梨慈

雲寺の枝垂れ桜ですが、３５周年のころ

にはきっとこのように立派に育っている
ことと思います（公園東側斜面に以前あっ

た皐月を移していますのでご注意ください）

市から激励をいただきました

やがてこの枝垂れ桜
やがてこの枝垂れ桜のように…
…

１月３０日（月）～１日（水）
日（月）～１日（水） ３日間
●１
夜 7 時から 9 時、高台集会所
●申込みは高台ドットコム
（http://taka
（http://taka-dai.info
dai.info）
からメールまたは 075
075956-1976
956 1976（後藤、留
（後藤、留
守番電話です
守番電話です）
●受講は 無料 です
前回のパソコン教室

中央円形部分に植樹します

今回の「パソコン初級教室」は、
「
イン
今回の「パソコン初級教室」は、
「便利なイン
ターネットの使い方」と
ターネットの
「メールの活用」を
と「メールの活用」を
行いますが、それぞれの希望で
個別にも対応
行いますが、それぞれの希望で個別にも対応
いたします。
自分のペースでゆっくりとやっ
いたします。自分のペースでゆっくりとやっ
てください。パソコン６台
てください。パソコン６台を準備しています
を準備しています
が、ノート型をお持ちの方は持参ください。
（不調のパソコンは調整・設定します）
（不調のパソコンは調整・設定します）

高台自治会は創立２５周年を迎え、記念行事・事業を行って
います その一環として「２５周年記念誌」
います。
「２５周年記念 」を制作しました。
内容は自治会２５年の歴史を振り返る対談、２５年間の年
表・数値データ、高台と周辺の懐かしの写真 などで、モノ
クロ全１６ページです。近々皆さんにお配りします。またカ
ラー版 高台ホームページからもご覧いただけます。
ラー版を高台ホームページからもご覧いただ
高台ホームページからもご覧いただ けます。
同時に「高台歴史を楽しむ会」も創立５周年
同時に「高台歴史を楽しむ会」も創
「高台歴史を楽しむ会」も創立５周年
を向え記念冊子を発行
し、歴史の会会員
し、歴史の会会員の方
には既に
既にお配りしてい
お配りしてい
ますが、こ れも同ホー
ますが、これも同ホー
ムページから ご覧いた
ムページからご覧いた
だけます。
剪定なった南京櫨
南京櫨

確定
中間報告①

4 月
3 月
2 月

配付⑤ 総会⑥
1日 監査会
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案書作成⑤
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体
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１８Ｂ

北村あづさ さん

わが家は、毎日笑
い声が絶えること
がありません。そ
れはわが家に三匹
のワンちゃんがいるためです。自他共に
認める飼い主バカと思っていますが、そ
のバカさ加減に少しおつきあいください。
三匹のワンちゃんですが、すべて同じシ
ーズー犬です。しかし性格は全く違いま
す。
一番年上の「パン」は食いしん坊で、た
とえ薬でも、口に入るものは何でも喜ん
でどんどん食べてくれます。
もう一匹の雌「むぎ」は、いつも何を考
えているのか分らない子で、遊ぶことが
大好き、その上逃走癖まであります。
唯一の雄の「平蔵」は、家族が好きな時
代劇「鬼平犯科帳」の主人公長谷川平蔵
のように強くなって欲しいと名付けまし
たが、全く名前負けをしています。三匹
の中で一番小心者、その上無類の甘えん
坊です。
こんな三匹ですが、家族が帰るとわれ先
に玄関まで飛んで来て、小さな尾っぽを
これまでかと振って大喜びで迎えてくれ
ます。疲れて帰ってきた時も、この子た
ちを見ると、ついつい笑顔になってしま
います。
しつけがあまりできていませんので、散
歩のとき道に広がって、皆さんにご迷惑
をおかけしていることと思います。すみ
ません。飼い主バカですが、マナーの悪
い飼い主にはならないように気をつけた
いと思っています。

●（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（ 956-1976
）まで
お知らせ下さい（お伺いしての取材もできます）
。

自<治会入会 >

２Ｂ（向イ山菩提寺２４・９） 松井博幸さん
７Ｂ （２・１４・６） 中島幹昌さん
１９Ｂ（４・３・８）
福島信満さん

