▼「年末特別警戒パトロール」 １２月２
７日（金）と２８日（土）に小雨決行で
実施します。火の用心の掛け声と共に２
組に分かれて高台内を巡ります。一緒に
回っていただける方は、特にお子様と一
緒に、午後８時にさくら会館にお集まり
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ます。十分ご注
意ください。

▼「阪急西山天王山駅」 が１２月２１日
（土）に開業します。高台を通る阪急バ
スが減便になり時刻表が変わり、阪急電
鉄京都線の時刻表が変更になり、高速バ
スとの乗り継ぎが可能になりますのでご
留意ください。
▼「年末年始のごみ収集」は、１月３日
（金）のみ休みで、他は通常通り毎週火
曜日と金曜日に行います。ゴミ出しは午
前８時までにお願いします。
１１月２４日（日）に
「地震災害」を想定し
た「防災・避難訓練」
があり４９名の皆さん
が最寄公園に訓練避難
しました。
そのあと３号公園に集結
し、四中グランドに向かい
ました。高台から直接会場
に来られた方も含め、コミ
ュニティ主催の「防災フェ
スタ」に参加しました。 ↗

「
❷見守り隊員」募集
月１回程度の訪問や電話で、対象者の安
全確認をいただける方を募集しています。
年齢や性別は問いません。→

安全を見守られる方募集
❶
「一人住まい」
で
「おおむね６０歳以上」
の方などで、支援を受けられたい方は、
まずお申し出ください。

「高台安心見守り隊」の構想が進んでい
ます。高台は高齢化が進んでいて、一人
住まいの方も年々多くなっています。公
的機関の支援や他人任せではこの問題は
解決するものではなく、私たち皆んなが
互助の精神で対応していくほかないと思
います。そこで「一人住まい」で「おお
むね６０歳以上」の方を対象者として、
次のような安心の支援を考えています。

「敬老昼食懇談会」が、１１月２９日・３０日、
１日の３日間に分けてさくら会館で行われ、延
べ１０３名の参加がありました。古来稀なりと
言われた「古希」
（70 歳）以上の方が対象で、
今年新しく古希を迎えられた方も参加されま
した。昼食を楽しんだのち、自己紹介があり、
語り合いました。バイオリン 15B 青野さんと
キーボード奥村さん（元高台）共演の「アイル
ランド民謡」などの名曲に聴き入り、20B 川
瀬さんプロジュース「ブ
ーフーウー京都」のプロ
ジェクターを使った紙芝
居劇も楽しみました。
最後に皆んなで懐かし
の名曲を合唱しました。 12月1日の敬老昼食会
起震車体験・消火器訓練・バケ
ツリレー訓練・放水訓練・賞品
付防災クイズなどを体験しまし
た。また高台自治会の皆さんが
「炊き出し訓練」を行い、７０
０人分の白玉入りぜんざいを振
舞い好評でした。
最近長岡京市近辺でも地震が続いており
また今後起こるとされる南海トラフ大地
震のこともあります。
「備えあれば憂いな
し」いざという時のために、減災のため
に、これからも真剣に訓練に取り組んで
いただければと思います。

平成２６年度（平成２６年４月から２７
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１３名程度）と
「ブロック委員」
（同
２１名）があります。
常任委員から、互選で
会長・副会長・会計・
庶務の四役を、また自
薦他薦でスポレク・防
犯防災・福祉・美化衛
生部会などのリーダを
担当いただきます。
「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。担当の内容
は下右表の通りです。
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活動を、
担当いただければと思います。
立候補は自薦他薦を問いません。近くの役
員まで、１２月末日までにお願いします。

ふ
❸れあいサロン
ふれあいサロンとして、
月１回程度、対象者な
どにさくら会館に会合
いただき、懐かしの「
映画鑑賞会」
「カラオ
ケ大会」
「食事会」
「茶
話会」などを楽しんで
いただきます。
多くの皆さんの参加を期待しています。
対象者の皆さん、見守りたい隊参加の方
は、桒原（９５４・６７４０）まで。

役 職

さくら会館来年１月度の清掃は、１月１１
日（土 役員会の日）の１０時からで、１５
Ｂと１６Ｂが担当でリーダは大崎さんで
す。ご協力お願いします。なお１１月度の
さくら会館の部屋利用は２０回でした。

役員会
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役職内容
① 原則月 1 回の「役員会」へ出
ブロック
席いただきます
委員 ② 部会の委員を担当いただきま
（各ブロック
す（部会は年数回開催）
1名） ③ 月 1 回の「高台だより」等配
付と、会費徴収をお願いします

サロンの映画会のイメージ

平成２５年も残り少なくなりました。今
年一年を振り返りますと★４月
「にそと」
の開通とそれに先立ってのフリーウォー
キングがあり、高台からも多くの皆さん
が参加。
★４月大阪駅北地区
（うめきた）
の「グランフロント大阪」が開業。★６
月富士山が世界文化遺産に登録。★７月
参議院議員選挙があり、アベノミクス施
策スタート。★８月９月 猛暑日が続き、
記録的な暑い夏に。★９月台風１８号で
特別警報や長岡京市としては初めての避
難勧告。
★９月 ２０２０年オリンピック
の東京開催が決定。★１０月長岡京市市
会議員選挙があり２４名の議員選出。★
１２月阪急西山天王山駅が開業（予定）
。
来年は平成２６年 甲午（きのえ うま）
。
十干の最初の甲、
そして勢いのある午
（馬）
年です。高台自治会も「おもてなし」の心
と「今でしょう」のタイミングで、皆さん
が「ジェジェジェ」と感じる施策を、
「倍
返し」で実施していきたいと思います。年
末年始の予定をお知らせします。 ↗

バ
♠ス通り街路樹の落ち葉清掃は、
１１月・１２月の
日曜と水曜日の計
８日間、延べ２４
０人の住民の皆さ
んの協力で行われまし
た。
毎回一葉の落ち葉も残
さず丁寧に清掃いただ
きました。児童登校時に行ったため、子
どもたちにも清掃の大切さを見てもらえ
たと思います。
皆さんご苦労さまでした。
さ
♠くら会館年末大掃除が、１４日に行わ
れ、３１名の参加がありました。ご協力あ
りがとうございました。

昨年のパトロール 市長激励訪問
参加者全員でのバケツリレー訓練
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12 月 1 日の落ち葉清掃

２１Ｂ

西村本成 さん

私は京都御所西で生まれ育ち、
小学校から一番上まで御所近
くの学校に通学でき恵まれて
いました。
少年時代から野球一筋、厳しくも楽しい
充実した学生生活を送りました。社会人
野球では、全日本・五大都市体育大会・
秋田国体などに出場、国体でお世話にな
ったお返しとして、高台自治会の要請で
「二巡目国体」のバトミントン徳島県選
手の民泊を引き受けました。昭和４８年
に縁あり両親とともに高台へ、そして４
０年になります。
昭和５０年代、４号公園でソフトボール
をする子供たちを見ていたら「おっちゃ
ん、高台に子供会作って欲しいねん…」
と。聞くと高台に子供会がないから、地
区対抗のソフトボールやサッカーに出ら
れないとのこと。子供たちの寂しい思い
が堪らなく、校区体振・子ども会の担当
者と相談し、五小育友会地域委員さんに
も支援協力いただき、晴れて「高台子供
会」が誕生しました。以後体振、ソフト
ボール、ママさんバレー、ペタンククラ
ブなどができました。しばらくして「高
台自治会」誕生と、皆さん若く溌剌とし
た行動的な時代でした。長中育友会や五
小校区体振連合会など役員担当もその時
でした。
私事になりますが、長岡京市よりレクレ
ーション・スポーツ振興に貢献したと「平
成２５年度スポーツ功労賞」をいただき
ました。少し前には京都府より組織普及
振興・協会の充実発展に貢献したとして
「スポーツ功労賞」をいただきました（表
彰対象の役職は、市レク協会会長・市ペタ
ンク協会相談役・府ペタンク協会会長です）
。
これらは全て、高台住民の皆々さまを始
め奥・下海印寺、金が原の皆さんのご指
導の賜物で、その代表として私が受賞し
たと思っています。ご協力ご支援心より
お礼申し上げ報告いたします。これから
の高台は、役員さんに任さずに住民も一
体となり協力して、高齢者も若い方も楽
しく住める町を目指し、知恵を出し合っ
ていきたいと思います。

入<居・入会 >
１７Ｂ 南谷１４・１２ 川口 衆 さん
（南谷は金が原バス停南 府道沿いです）

