高台自治会会員全員の会合である第２９
回自治会総会を、４月１２日（土）の１
９時から、高台集会所（さくら会館）で
開催します。総会では、２５年度の総括
や２６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。当日都合のつか
ない方は委任状提出をお願いします。総
会に向けて準備の状況をお知らせします。
「
◉ブロック委員」 各ブロックごとに
自薦他薦でブロック委員が決まりました
（別表）
。新委員には、
「説明会」を開催
します。２５年度担当の皆さんご苦労さ
までした。なお第２ブロックの会員が多
くなったため、１と２に２分し、来年度
から高台のブロック数は２２となります。
「
◉常任委員」 常任委員は数名が自薦
他薦で決まっていますが、引き続き募集
しています。
常任委員から、
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
担当いただきます。経験は問いませんの
で、積極的に参加いただき、地域のため
に力をお貸しください。
「
◉議案書」 ２５年度総括、予実管理、
２６年度事業計画、予算などの入った総
会議案書案を作り、３月度の役員会で検
討しました。議案書案は４月３日（木）
に会員の皆さんにお配りしますので、一
読いただき、
総会当日にお持ちください。

来年度実施の新規重要項目は、高台環境
を守る「周辺宅地開発への対応」
、災害時
要介護者を守る「見守り隊組織の整備」
と「ふれあいサロンの開催」
、２年に１度
の「バスツァーの実施」
、気軽に使えるよ
う「さくら会館利用拡大」
、自治会の仲間
を増やす「未加入者と転入者への入会勧
誘」
、
「子供会との連携強化」などです。
「
◉総会」 総会には、
多くの皆さんに出席い
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。
◆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１０日（木）ま
でに、
「委任状」をブロック委員にお渡し
ください。出席の方は「出席票」を当日
お持ちください。
常<任・ブロック委員へお知らせ >
▼現常任委員は、３月１６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３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ので、
配付方をお願いします。
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「高台安心見守り隊」の第３回「ふれあ
いサロン」が、３月２６日（水）１４時
からさくら会館
で開催されます。
今回も山田洋次
監督 渥美清主
演の「男はつら
いよ」で呵々大
笑したあと、喫茶しながらの歓談も楽し
みたいと思います。どなたでも参加自由
で予約不要です。多数の皆さんのお越し
をお待ちしています。

新ブロック委員
「見守り対象者」は１５人、
「見守り隊員」
は２１人となりました。

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
原までお申し出ください。

長５小校区コミュニ
ティ主催の「友好祭」
が、３月２日（日）長
５小で千名を越える皆
さんが参加して盛大に
行われました。模擬店、
ゲーム、スポーツ、自
転車安全教室、抽選会
などがあり、また５小・四中の演奏もあ
って、大いに楽しみました。

市民の絵画や書などを展示する「長岡
京展」が３月７日から９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。
洋画の部で入選さ
れたのは、スイス
の絶景を描いた
「ソーリオ村」大
久保久榮さん、乱
舞する幟を描いた
「小倉神社奉納鯉
のぼり」森本達さん、フランスの町を描
いた「プロヴァンスの街角」黒田容子さ
ん、写真の部では「影」田辺直人さんな
どでした。入選おめでとうございます。

ここ数年は、夏は異常に
暑く、冬は例年にない寒
さとなっています。地球
温暖化、氷河期突入両方
がいわれる中、先月高台
地区も一面の銀世界と
なりました。

さくら会館３月度清掃が行われ、１９Ｂ
と２０Ｂの１１名の皆さんのお手伝いを
いただきました。次回は４月１２日（土
総会の日）で２１Ｂと１Ｂが担当で、リ
ーダーは海野さんです。なお２月のさく
ら会館の部屋利用は１５回でした。

2 丁目付近の雪景色

大久保さんの力作

盛大だった友好祭

１

夜寒の頃をこえ、やがて山笑う春が訪れます。春は花、
花は桜、桜なら“さくら祭り”
、今年の「高台さくら祭り」
は、４月６日（日）１１時から１５時まで３号公園で行
います。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。お昼弁当の必要な方は、当
日１１時までにお申し込みください（弁当は自費です）
。
また当日は皆さんの善意で開かれる「バザー」と「フリ
マ」があります。バザーへの提供をお願いするとともに、
多数お集まりください。詳細は、別チラシをご覧くださ
い（雨天中止です）
。3 号公園さくら→
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
を共に楽しみたいと思います。
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「常任委員」の確保に
苦労しています。
常任委員をお願いに行
った時、仕事や家族の
事情、自身の病気、子供の世話
などの理由で辞退される人がお
られます。また仕事量が多いや
一度役員になったら辞められな
いなどで断る人もいます。苦労
しても、少しのミスで怒鳴り込
んでくる人がいることをあげら
れる方もおられます。
それぞれの事情や理由は十分理
解できます。確かに自治会役員は
努力しても報われない、好んでや
るものでないかも知れません。
しかし高齢化や独居化が進み、
また万一の災害時の助け合いで
「公助から隣助へ」がいわれ、
周辺清掃や防犯や日常のゴミ出
しなどの、高台を取り巻く多く
の問題があります。
それらに積極的に取り組む善意
を示していただくことを強く求
めます。
“常任委員には”といわ
れる方には、新しくできた都度
参画いただく「サポータ制度」
もあります（詳細 2 月号）
。皆さ
んの勇気をお待ちしています。
自治会会長 桒原千秋
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昨年の総会

３丁目

山根一郎 さん

通勤が遠かったた
め、会社の近くが
いいかなと高台に
引っ越してきました。どちらかというと田
舎で車の騒音のない静かな所が好きでした
ので高台は実によい場所でした。車もあま
り通らず、鳥や虫の声が聞こえる、いつだ
ったか、遠くを通過する阪急電車の音が山
にこだまして聞こえたことがあり、その空
気の透明さに驚いたこともありました。

私の趣味はボウリングです。京都は比較的
安価でゲームができ、スポーツボウリング
も活発なところです。ボウリングは奥の深
いもので、やり始めたのは３８歳ですが、
面白くて１３年続けています。いまでは、
関西ダブルス選手権で入賞や、京都府の公
認大会で準優勝など、結果を残せるように
なりました。

今、テレビで「Ｐリーグ」という女子プロ
ボウラーが投げる番組が放送されています。
彼女たちのボールはレーンの途中で曲がっ
て三角形に並んだ１０本のピンをきれいに
倒します。ボウリングのボールはなぜ曲が
るのでしょうか？

ボウリング場にあるハウスボールでは、残
念ながらテレビのようには曲がりません。
表面は滑りやすく中身は均一な重さだから
です。対して彼女たちが投げているマイボ
ールは、外見は球形ですが中身は球形では
ありません。投げるだけで曲がるように中
に〝こま”みたいなものが入っているので
す。その〝こま”の形や向きで動きが変わ
ります。カーブのようにずっと曲がり続け
るもの、真直ぐいって途中で急に曲がるも
の、いろいろあります。ちょうどゴルフで
距離でクラブを選択するのと同じで、レー
ンの状態にあわせてボールを選択すること
が求められます。
このようにボウリングは、
やればやるほど奥が深いなと感じています。
ボウリングは、健康維持、集中力維持、メ
ンタル力向上に適しています。みなさんも
生涯スポーツのボウリングを始めてみませ
んか。

今月はありません。

