従来より高台だよりを通じ、また
個人的に「常任委員募集」を行っ
てきました。しかし現在来年度４
人減員の補充ができていません。近い将来
大地震発生がいわれ、その際隣住民が助け
合うことが不可欠ですが、その中心となる
のは自治会です。そのため 25 年度の自治
会目標に防災減災対策を掲げましたが、そ
の基本になるのは人材です。高齢化が進み、
独居家族が増え、要救助者は増える一方で
すが、元気な方はどうか是非地域活動・ボ
ランティア活動にその力をお貸し下さい。
連絡をお待ちしています。
（☎９５４-６７４０）
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伊延 利弘
瀬戸 法代
小林 渠子
宮野 暁
小林 健
中井 均
古市恵美子
芦田 雅子
上田 誠一
川瀬 裕子
米沢 美砂
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

・議案書に「出席票・委任状」を添付し
ています。欠席の方は、４月９日（火）
までに、をブロック委員にお渡しくださ
い。出席の方は当日お持ちください。

「
◉総会」 総会には、多くの方に出席い
ただき、計画・活動・予算などについて
ご意見をいただければと思います。

B 25 年度 B 委員
１
岩嶋 郁野
２
三田 充子
３
湯川 京子
４
寺田千薫子
５
梅山みずほ
６
平腰 正子
７
菊川 右子
８
寺尾 敏則
９
山本 彰良
10
辻
昌宏

・総会当
日に、お
配りする
「議案
書」をお
持ちくだ
さい。

花冷えの頃をこえ、待ちに待った
さくらの季節が今年も巡ってき
ました。今年の「高台さくら祭り」
は、４月７日（日）１１時から１
５時まで、３号公園で行われま
す。フリーのお酒とおつまみと紅
白幕と繚乱満開のさくらがお待
ちしています。当日お昼弁当の必
要な方は、１１時までに現地でお
申し込みください。
今年は、きずなの会が出店
し豚角煮入りちまき（１０
０円）
、豚汁（１５０円）
を販売します。
また昨年の夏まつりで開
催を見送った「バザー」
を「フリマ」と合わせて
行います。バザーへ提供
をお願いするとともに、
当日は多数お集まりくだ
さい。詳細については、
別チラシをご覧ください。
花を愛でるのもよし、美酒に酔いしれる
のもよし、掘り出し物に歓喜するのもよ
し、春うららの一日をお楽しみください。

【緑のサポータ】
高
♠台５号公園は、緑のサポ
ータにより維持管理されてい
ますが、今回新しく公園一番
奥に木製ベンチを置きました。
ご利用いただければと思います。

【スポレク 】
長
♠５小校区コミュニ
ティ主催の友好祭が、
３月３日長５小で約１
１００名が参加して盛
大に行われました。
竹馬・バルーン・トラ
ンポリン・コマ・パソ
コンなどがあり、また５小・四中の演奏
もありました。

【集会所 】
高
♠台集会所（さくら会館）の運営を決
める集会所委員を募集しています。集会
所は高台住民全員のものですので、自治
会会員でなくても就任いただけ、任期は
１年です。ご希望の方は、自治会会長桒
原までお願いします。

さ
♠くら会館の次回掃除は４月１３日
（土 総会の日）の１０時からで、担当は
２０Ｂと２１Ｂ
（リーダ海野さん）
です。

【 他 】
猟
♠銃によるイノシシやシカなどの有害
鳥獣の駆除が、次の日程で行われます。
入口には立看板もありますが、西山・天
王山・ポンポン山などへ入られる方は、
ご注意ください。
３月２１日 （木） 西山・大原野一帯
３月２６日 （火） 野山一帯・石作町（大
原野神社奥）一帯

盛大だった友好祭

市民の絵画や書などを展示する「長岡京展」
が３月８日から１０日まで、バンビオであ
りました。そこで高台の皆さんの作品も展
示されていましたのでご紹介します。
工芸の部 京都新聞社賞「花
々のかたらい」村上京子さん
（連続１４回入選）
、同入選
「星雲」菅達雄さん、洋画の
部入選「たけのこ農家」三原
順子さん、同「帰路」大久保
久榮さん、同「町なかの運河」
森本達さん、同「セーヌの画商」黒田容
子さん。 ↗

こ
↙うした展示会に出品された方は、高
台だよりに掲載しますので、必ずお知ら
せください。

２０Ｂ 小川 均

１９８８年に引っ越してき
ました。竹やぶや田んぼな
ど自然がいっぱいで、大阪
の街中で市電や砂利船などを見ながら育
った私には新鮮でした。特に棚からぶら
下がっている茄子は珍しく、わざわざ見
に行ったのを覚えています。高台に住ん
で２５年経ちますが、田んぼが減り、住
居が増えたもののまだ自然が残っており
住みやすい街だと思っています。

最近韓国のソウルに行く機会があり、街
中を歩きました（というより、地下鉄の
駅名がハングル文字で分からないので、
歩くことにしました）
。
ソウルの道路は京
都市内のように碁盤の目のようになって
いなく、地図なしでは歩けません。しか
し地図を見ながら歩いていると不慣れな
観光客に見えてしまい変な客引きに声を
かけられるような気がしたので、スマー
トフォンを使うことにしました。ソウル
では、日本と同じように多くの若者はス
マホを操作しながら歩いています。そこ
で、スマホに地図を入れ、それを見なが
ら歩きました（おそらく、おじさんでス
マホを見ながら歩いているのは私ぐらい
だったと思います）
。おまけに、ＧＰＳで
自分が居る場所や歩いている方向が分か
ります。これで、目的の焼き肉レストラ
ンやデパート、ホテルなどに迷子になる
ことなく行けましたし、無事帰ってくる
ことができました。

入退会 訃報
今月はありません

（
旅人川柳）
スマートフォン 使いこなして
あるこうか（
歩こうか／ある効果）

村上さんの作品

敬称略

常任・ブロック委員へお知らせ
常任委員は、３月１７日（日）１３時か
ら総会準備のための会合がありますので
お集まりください。
現ブロック委員の皆さんは、４月４日（木）
１３時から議案書を製本しますので、お
手伝いをお願いします。作業後ブロック
別に議案書をお渡しします。

「パソコン教室」では、ファイル・
写真の整理、インターネット活用、
便利なソフトの取込みなどをしま
す。自分にあった市販本を購入し、
それに沿っての学習もサポート。
★４月２５日（木）～２７日（土）
高台集会所 7 時から 9 時 ★申込
みは高台 HP からメール または
956-1976（後藤、留守番電話）
★ 自治会会員受講無料

高台自治会会員全員の会合である「第２
８回総会」が、４月１３日（土）の午後
７時から、高台集会所（さくら会館）で
行われます。総会では、２４年度の総括
や２５年度の計画・予算・諸事項が審議
され決定されます。多くの会員の皆さん
の出席をお願いします。
現在それに向けての準備が進んでいます。

会長 桒原千秋

「
◉ブロック委員」 ２１あるブロック
ごとに自薦他薦でブロック委員を決めて
いただきました
（別表）
。
新委員には、
近々
「説明会」を開催いたします。２４年度
担当の皆さんご苦労様でした。
「
◉常任委員」 １５名の常任委員を募集
しています。常任委員として、自治会４役、
美化衛生・防犯防災・福祉・スポレクなど
のリーダー、市外郭団体の委員などを担当
いただける方は、お申し出ください。
「
◉議案書」 ２４年度総括、予実管理、
２５年度事業計画、予算などの入った総
会議案書案作りが進んでいて、３月度の
役員会で検討されましたので、議案書は
４月４日（木）に会員の皆さんにお配り
します。 ↗
「自治会の危機が 迫っています」
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昨年のさくら祭り

