８月２４日（土）の高台夏まつりの準備
が進んでいます。夏まつりは模擬店、長
四中ブラスバンド演奏、福引、お地蔵さ
ん、ご住職の講話など盛り沢山の内容で
す。模擬店では生ビール・かき氷・フラ
ンクフルト・イカ姿焼き・焼きそば・大
阪名物「とん平焼」などがあります。子
供会による楽しいゲームや抽選もありま
す（バザーは来春のさくら祭りで行いま
す。夏まつり詳細は、８月上旬発行の高
台だより「夏まつり特集号」をご覧くだ
さい）
。
スケジュールは下表のようで、常任委員
とブロック委員が中心となって準備を進
めています。しかしまだまだ多くの皆さ
んの協力と参加が必要です。会場設営、
模擬店下拵えなどの準備、当日販売、後
片付けなどでご協力いただける方は、お
近くの常任委員かブロック委員までお願
いします。 ↗

【スポレク 】
夏
◉休みの子供会主催の
「ラジオ体操」が始まり
ます。７月２２日（月）
～２４日（水）
、８月２
２日（木）～２３日（金）
〈雨天中止〉
、朝７時から
３０分間、４号公園で、一般の方も是非
ご参加ください。
今
「長岡京市民大運動会」
◉年の第５１回
は、１０月１３日（日）に開催され、今
スポレク部会を中心に準備が進んでいま
す。現在 紅白玉入れ、リレーボール、 ↗

第３回夏まつり部会が８月３日（土）１
９時から開催されます。常任委員とブロ
ック委員の皆さんは出席いただくととも
に、会員の皆さんも是非参加ください。
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【美化衛生 】
犬
◉猫の〝落し物”
は、飼い主の方が
責任を持って処理
ください。特にオ
ープン外構（垣根
をしない庭）のお宅から、庭にときどき
落し物があると苦情があります。

ゲートゴルフリレー、ムカデ競走、混合
リレーなどの対抗競技の選手を募集して
います。
昨年は１０団体中７位でしたが、
これは全対抗種目にエントリーできなか
ったためで、今年は全種目に参加したい
と思います。
詳細は追って高台だより
「市
民大運動会号」でお知らせします。

8月
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23 日(金)
24 日(土)

開始時刻
19 時
17 時
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昨年の夏まつり準備風景 左；会場設営 右；下拵え

「消火器の訪問販売で１本２万円の高い
消火器を売りつける
（→すぐに断る）
」「身
に覚えのないアダルトサイトの請求書が
メールで送られてきてそのメールが消え
ない（→無視しかつ一種のウイルスなの
で対策をする）
」
「健康食品を通信販売で
注文したが、その後も勝手に商品が送ら
れてきて支払いを要求される（→怪しい
所には注文しない）
」
「未公開株があると
株式購入の電話がかかってくる（→うま
い株の話などないので断る）
」
「ネットで
知り合った人から儲かる投資ソフトがあ
ると誘われる（→ネットで知り合った人
の話には軽々にのらない）
」
「水漏れ修理
で高額を要求される（→周りの人に聞い
て信用のある業者に頼む）
」
「訪問販売で
幸運を呼ぶブレスレットだといって売り
つける（→常識で考え断る）
」
「金製品が
あれば高額で買い取るといってくる（→
押買い、売る場合は信用のある専門の店
舗に持ち込む）
」などです。

消費生活センターが、最近多くなった訪
問・電話・郵送・ネットなどによる詐欺
にかからないよう注意喚起しています。

第１０回長五校区「夏まつ
り」が、７月２７日（土）
午後５時から長五小グラン
ドで開催されます。屋台・
ゲーム・太鼓演奏・盆踊り
などがあります。詳細は先
日コミュニティ協議会から
配られたニュースをご覧ください。

高台夏まつりで、あなたの特技を
太極拳は楽しくよい運動
披露しませんか。手品・ダンス・
になると好評で多くの参
演奏・ジャグリングなど、皆さん
加がありましたので、自
がお持ちの〝芸”を是非お願いします。詳
治会のサークルとしてス
しくは桒原（９５４―６７４０）まで。
タートします。第１回を
７月２０日（土）朝８時
から９時まで５号公園で
行います。以後第１と第
３土曜日に開催し、会費は３か月千円。
入会希望の方は、
桒原まで連絡ください。

【防犯防災 】
前
◉号でもお知らせしま
したが、高台で空き巣被
害が出ています。そこで
看板を作って注意を喚起
しています。また左記の
張り紙（高さ３０ｃｍ）
も準備してい
ますのでご希
望の方はお申し出ください。
【 福祉 】
赤
◉十字募金に、１９２件の皆さんから
１０万７３００円の募金をいただき、日
本赤十字社にお持ちしました。皆さんご
協力ありがとうございました。
【 他 】
自
◉治会主催の「太極拳入門講座」を、
５月６月の土曜日計６回開催し、延２１
５名の参加がありました。 ↗
民生委員は、地域ごとに指名され、児童
委員を兼ね、任期は３年です。民生委員
の職責は、住民の生活を把握し、援助を
必要とする人の相談に応じ、助言その他
の援助を行い、福祉サービスの情報を提
供することなどで、民生委員法で定めら
れています。現在民生委員には、３丁目
田尻恭子さんが就任されています。
「できるだけ多くの皆さんとお話しし
ていますが、私ひとりで３７０世帯全部
の生活状況を常に把握するのは難しい
と感じています。ブロック内でもお互い
を見守っていただき、必要な時には手を
差し伸べていただければと思います。今
までと様子が違う場合には、連絡お願い
します。早期発見・早期対応で公的機関
につなぐなどしていきます。高齢化が進
む高台で、その対応に皆んなで頑張って
いければと思います」と話
されています。

３丁目

三原 重徳 さん

入<会 退会 >
今月はありません
訃
<報 >
１６Ｂ
中井美子さん（享年９７歳）

さくら会館の７月度清掃が行われ、５Ｂと６
Ｂの１５名の皆さんの参加がありました。次
回は、８月１０日（土 役員会の日）の１０時
からで、担当は７Ｂと８Ｂです。多くの皆さ
んの参加をお願いします。なお６月のさくら
会館の部屋利用は２１回でした。

高台に引っ越して２５年
になります。夏に小泉川
に乱舞するホタルは幻想
的で、よいところへ引っ越したと思いま
した。春には桜にうまり、うぐいすの声
も聞こえ、ゆったりとした気分になれま
した。
引っ越した当初から京都縦貫道
（に
そと）
の計画が持ち上がっていて、
騒音、
排気ガス等が心配でした。自治会でアン
ケート実施、地元説明会、国交省・市へ
の要望書提出などで、要望どおりに行き
ませんでしたが、遮音壁が設置されるな
どが実ったのはよかったと思います。自
治会の皆さんにお礼を申し上げます。４
月２１日に縦貫道が開通し側道を利用し
て、阪急、ＪＲ、１７１号線に出るのが
便利になりました。１２月には阪急西山
天王山駅も開通予定でさらに便利になり
ます。一方で縦断するコンクリートの壁
に圧倒されるのは仕方がないかと思って
います。
私はいま、高台自治会で福祉部会を担当
しています。常任委員、ブロック委員、
自治会員の皆さんは本当によい方ばかり
と感じ、皆さんと親しくなれたことをあ
りがたく思っています。加えて「きずな
の会」
「ひだまり」
「歴史の会」など沢山
のサークルがあり、お世話される方や参
加される皆さんと交流や学習ができ、う
れしく思っています。この町でいつまで
もご一緒に暮らしていきたいと願ってい
ます。

前回の太極拳教室

