第２８回自治会定例総会が４月１３日
（土）にあります。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、次期ブロック委員候補
を推薦いただきます。２月９日（土）の
定例役員会で中間報告いただき、１８日
（月）までに確定いただきます。ブロッ
ク委員は、２１ブロックの各ブロックの
事情とやり方で選出ください。ブロック
委員の役割については、前号の高台だよ
りをご覧ください。
●〈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
を作成いただきます。会計は決算案と予
算案を作成ください。
●〈次期常任委員の選出〉３月２日（土）
までに１５名（程度）の常任委員を自薦・
他薦で選出していただきます。総会以降
に常任委員の中から四役や各部会のリー
ダーを互選により選出いただきます。
●〈議案書関連〉総会で審議する議案書
を４月４日（木）までに作成し印刷して
会員の皆さんに配付します。９日（火）
までにブロック委員が委任状を回収し、
総会に臨みます。 ↗

【防 犯防災】
★年末特別警戒パトロールは、昨年の１２
月２８日・２９日に行われました。２８日
は生憎の雨でしたが２日間で延べ４７人の
参加をいただきました。マイク片手に拍子
木を打ち鳴らし２組に分かれて高台中を回

一人ひとりの知恵と汗で、自分が得意と
する分野で、皆んなが楽しく皆んなが親
しくなるために、それぞれを担当いただ
ければと思います。多くの皆さんの熱意
と参画をお願いいたします。

りました。特に児童
の皆さん４名の参加
もあり、また２８日
には市長・市会副議
長などの陣中訪問を
いただきました。
参加いただいた皆さ
ん、ご苦労様でした。

会 議 体

走田神社

「緑のサポーター」の創立８年の記念のつ
どいが、２月２日（土）に行われます。緑
のサポーターは（財）長岡京市緑の協会が
主管するもので全市で組織化されています。
高台でも「高台さくらクラブ」が発足して
おり３７名の皆さんが参加しています。今
回高台５号公園の公園整備が評価され、そ
の取り組みの詳細を発表することになりま
した。
これからも皆んなの共通の場である高台公
園を大切にしていきたいと思います。

５小校区コミュニティ協議会主催の「第２６回
生涯学習の集い―わがまちの社寺を訪ねる」
が、３月９日（土）に行われます。講師は市の
文化財係の方で、走田神社、寂照院、慈光院、
阿弥陀寺、小倉神社などを巡り、全行程は４
ｋｍ３時間で、参加は無料です（小雨決行）
。
参加ご希望の方は
２月２３日（土）
までに桒原(075954-6740)までお
申し込みください。

【環 境 】
★高台５号公園東に
ある旧汚水処理場の
解体工事が終わり、
現在は整地もほぼ終
わっています。一部
道路工事が残ってい
て３月１５日まで行
われます。トラック
の出入りには引き続きご注意ください。 ↗

【美 化衛生】

★高台のバス通りにある８
５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１月１０日市により剪定
が行われました。剪定は強
く刈り込む強剪定で、春には瑞々しい芽吹
きがあることでしょう。

【 他 】

★「認知症を知ろう」講演会（５小校区コ
ミュニティ協議会主催）
が、
１月２６日
（土）
１３時３０分から１５時まで長５小クラブ
ハウス２階で行われます。講師は認知症キ
ャラバンメイトで、
参加は自由、
無料です。
自分が認知症にならないために、近くにい
る認知症の人に対するために、また認知症
の治療法を知りたい人のために開催されま
す。お申し込みは０７５・７４８・９６２
０（伴野）まで。
★１月２０日（日）午前９時３０分から、
訓練のためのサイレン吹鳴があります。

高台集会場（さくら会館）は、毎月ブロック
順で掃除いただいています。１月は１４Ｂと
１５Ｂの皆さん２０名の参加をいただきま
した。２月は９日（土）１０時からで、担当
は１６Ｂと１７Ｂ（リーダ小島さん）です。

強剪定なった南京櫨

２丁目から４丁目と向イ山や周辺地区の３７１
所帯のうち、現在自治会会員となっているのは３
２８所帯で、組織率は８８％です。
組織率１００％を目指して引き続き会員を募集
しています。現在未加入の所帯にも一部資料を配
付していますが、会員になっていただくとさらに
いろいろなサービスが得られます。
高齢化が進みまた発生確率がさらに高まった東
南海地震発生時の対応のためにも、皆んなで助け
合い親睦できる自治会にご入会ください。なお新
しく転入された方はほぼ全所帯入会いただいて
います。お申し込みは、近くの自治会ブロック委
員や役員（または075-954-6740 桒原）まで。
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菅 達雄 久仁子さん

私達が高台二丁目に家を建てたの
は、昭和四十七年春のことです。
当時三丁目・四丁目はもち論、一
丁目もまだ造成されていませんでした。
工事のためのダンプカーが地響きをたてて
走り回り通り過ぎる中、私達夫婦二人だけ
の生活が始まりました。
当初電気工事は完成していたのですが、ガ
ス工事が約束の工期より遅れていて、持っ
ていたガス釜ではご飯が炊けず、業者に一
升（！）炊きの電気釜とプロパンガスボン
ベをプレゼントされたこともありました。
周りに住宅は少なく一軒家みたいなもので
したので、夜は恐ろしくて枕元に金属バッ
トを置いていました。
夏季はクーラーがなくても、さすが高台で、
四方から風が通り快適でした。四中も西乙高
もまだなく、大山崎への道もなく、バスは
野々下医院の辺で乗客待ちをしていて、駅ま
で往復運行していました。バスも阪急バスで
はなくて「明星観光バス」のチャーターでし
た。そしてわが家の住所は「京都府乙訓郡長
岡町大字金ヶ原小字池ノ内一ノ一九」
。
高台の様相も生活の便宜さも、一変・二変・
三変しました。この「ひとりごと」を書く
にあたって、昔を振り返っていると、次か
ら次へと思い出が、昨日のことのようによ
みがえってきます。それらの思い出の何と
懐かしく、何と微笑ましく、何と心地よい
ことか………。
私達も随分年齢を重ねてしまいました。平
成二十五年の新春を迎えた今、高台での生
活を大いに楽しみ、この先も高台での心地
よい思い出を貯めていきたいと思います。

入<居入会 >
２Ｂ （向イ山）下海印寺菩提寺２４・７
西村友晴さん
小栁忠嗣さん

７Ｂ ２・１４・５

訃< 報 >

５Ｂ 前田 みゑ子さん 享年 ８４歳
１２Ｂ 牟田 俊彦さん
享年 ７７歳
１３Ｂ 小野 晴平さん
享年 ７６歳

