★７０歳以上の方２９０人には、ご夫婦
用またお一人用の「敬老お楽しみ券」をお
渡していますので、当日受付でプレゼン
トとお引替えください。
まだいろいろな準
備や実施が残って
いますが、自治会
役員を始め「自治
会サポーター」や
「高台子ども会」の皆さんの協力を得て
順調に進めています。
夏まつりでは、近隣の皆さんとさらに親
睦を深めていただき、月涼し夏のひと時
をお楽しみください。

高台のバス通りの南京櫨街路樹の「下枝
切り」を行います。南京櫨は市が２年に１
回剪定をしていますが、それでも今の時
節下枝が繁茂して通学児童や歩道通行者
の妨げとなっています。
そこで８月２６日（火、小雨
決行）９時から、下枝切を行
います。剪定道具などをお持
ちになり、近くの街路樹から
始めてください。バス通りに
面した皆さんや役員だけでな
く、多くの皆さんのご協力をお願いします。
繁茂する南京櫨

★高台自治会のＯＢや賛同者が集まった
「自治会サポーター」の集会が、７月２９
日（火）さくら会館であり、３０名の皆さ
んが集まりました。夏まつりへの協力な
どを話し合いました。

７
◉月１４日「門灯・街路灯点検パトロー
ル」を、８名の参加で実施しました。夜８
高台にはバス通りに沿って南京櫨の街路
時前後で門灯や軒灯のどちらかが点いて
樹が、８５本植えられて四季折々に私た
いた（自動点灯含む）お宅は、昨年一昨年
ちを楽しませてくれます。しかし、春の害
とほぼ同じの７８％でした。点いていな
虫の発生、夏の下枝の繁茂、秋の紅葉の落
かったお宅は省エネを意識してのことや
ち葉、根による舗石の隆起などいろいろ
な問題も生じています。高台自治会では、 点け忘れなどによるものもあるかも知れ
都度に対応していますが、それぞれ個別
ませんが、防犯のためにできるだけ点灯
的に対応されておられる方もいます。
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そこで「高台の街路樹がどうあるべきか」
、 Ｄ照明であれば月間２０円程度です）
。
また「それぞれの問題にどう対応すべき
お
か」などについて、皆さんで考える会合を
◉盆のお供え物の特別収集が、８
設定しました。８月２７日（水）１９時か
月１６日（土）
・１７日（日）にあり
らさくら会館で行います。
ます。朝８時までに２号公園か４号
とくに街路樹の近くにお住いの方は、是非
公園の所定の場所にお出ください。
出席ください。またこの件についてご意見
毎
のある方は、桒原（９５４―６７４０）まで。
◉年お願いしています「社会福祉
協議会」の会員募集
９
（募金）案内をお配
◉月２１日（日）９時１５分からサイレン
吹鳴があります。これは長岡京市防災訓練に
りしています。ご賛
伴うもので、災害によるものではありません。
同いただける方は、
先日梅ヶ丘の西の交番の前の住宅で火災が
８月３１日までにお近くのブロック委員
あり、サイレン吹鳴がありました。 ↗
までお持ちください。

第８回
「ふれあいサロン」
は、
８月２５日
（月）
の１４時からです。今回は真珠湾攻撃を史実
に基づいて描いた「トラ・トラ・トラ」
（昭
和４５年作品）を上映します。アメリカ映画
ですが、日本側の動きを偏見なく正確に描い
ていており、現在に換算して150 億円の巨
額を投入した超大作です。
黒澤明が日本側の監督でしたが降板し最終
的に深作欣二に決まったとい
う いわくつきの映画です。
山本五十六長官に山村聰、南
雲忠一中将に東野英治郎、源
田實海軍中佐に三橋達也、野
村吉三郎駐米大使に島田正吾、
炊事兵に渥美清などが出演し
ています。

さくら会館８月度清掃が行われ、７Ｂと８
Ｂの１７名の皆さんのお手伝いをいただき
ました。次回は９月１３日（土 役員会
の日）で９Ｂと１０Ｂが担当で、責任者は
井さんです。なお７月のさくら会館の部屋
利用は２３回でした。

１１Ｂ 伊延 利弘 さん

高台３丁目に住んで今年で２
１年になります。私たちが所
帯を持ってから何度か移転し
て、ここは４番目の住み家となります。高台
は静かで、前の道路も広く、緑も多くて（裏
に斜面と高木があることを除けば）とても
気に入っています。私の人生で最も長く住
み、娘二人もここで成長し巣立っていった
思いの深い所です。
私は５年前に定年退職し、今は妻と二人の
年金暮らしです。一日の始まりは朝の散歩
から。毎日とはいきませんが、主に小泉川沿
いを歩きます。散歩にはいろいろ楽しみも
あります。日々違って見える比叡山の姿（く
っきり見えたり、霞んで見えたり、ガスって
全く見えなかったり）やカルガモの親子、サ
ギなどの野鳥、桜や代わる代わる咲く土手
の草花が目を楽しませてくれます。また顔
見知りの方も増えます。残念
なのは、以前は毎日のように
見られた翡翠色をしたカワセ
ミがこの頃まったく見られな
くなったことです。散歩の後は、趣味のこと
をしたり、サークルの会議や活動に参加し
たり、買い物や家事手伝い、習い事、時には
友人と「ノミニュケーション」とけっこう忙
しく毎日が過ぎていきます。
年金生活者の私たちにとって心配でけしか
らんと思っているのが、年金の改悪です。先
年の制度改悪で掛金は増え、給付年齢は段
階的に引き上げられてきました。若い世代
も大変です。そして給付はというと、まず昨
年からの３年間で２．２％引き下げられ、さ
らに「マクロ経済スライド」の発動とかで、
今後３０年以上に渡って毎年支給額が引き
下げられようとしていることです。みなさ
ん知っておられますか？年金だけが頼りの
私たちにとって大きな問題です。
この地を終の住処として、これから年を重
ねながら生きていくことになりますが、平
和でそれなりの楽しみもあり、生活に困窮
せず安心して暮らしていけるようにと願わ
ずにはいられません。

退<居・退会 >
１９Ｂ ４・４・３ 紺谷 修一さん
訃< 報 >
２１Ｂ ４・１・１２ 大林 正彦さん
享年 ８０歳
高瀬たま江さん
享年８８歳

１９Ｂ ４・３・６

カワセミ

背景は向日葵

９
◉月１日（月）は市が指定する「子
ども交通事故防止推進日」です。７時
４５分から３０分間の通学時間帯に、
自宅近くの通学路で児童に「交通安
全のための具体的言葉」で声掛けいただ
ければと思います。またできれば「交通指
導をしながら一緒に５小まで」付いて行
っていただければと思います。なおこの
運動に参加していることを示す（怪しい
者ではないことの証明の）ためにタオル、
シャツ、帽子などで「黄色いもの」
（高台
防犯ベストもＯＫ）を身に着けていただ
けるようお願いします。→
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雨天で短縮した昨年の夏まつり

「恵解山古墳」(いげのやまこふ
ん)は、阪急西山天王山駅の東３
００ｍにある乙訓地区最大の古
墳です。古墳時代中期１６００年
前に造られた全長１８０ｍのこ
の古墳からは、昭和５５年の発掘
で鉄製直刀や鉄剣など７００本
を超える武器が出土しています。
これだけ多くの鉄製武器の発見
は、京都府内では初めてであり、
全国的にもほとんど例を見ない
ものです。
この古墳が今回史跡公園として
整備され、丘陵周辺には多くの円
筒埴輪が並べられました。
オープンは１０月２６日（日）で
すが、それに先立ち 8 月 24 日
（日）1３時から市立中央公民館
3 階の市民ホールで「恵解山古墳
整備記念シンポジウム」がありま
す。高台にお住
いの都出先生な
どの講演があり
ます。入場無料・
申込不要です。

高台自治会最大の行事「高台夏まつり」は、
８月２３日（土）１７時から３号公園・さ
くら会館で行われます（お地蔵さんは１
６時からさくら会館）
。
夏まつりのスケジュールや内容について
は、既にお配りした高台だより３５１号
「夏まつり特集号」をご覧ください。
★自治会会員の皆さんには、ビール券（ま
たはジュース）
・軽食などがセットされた
「無料チケット」をお配りしていますの
でご利用ください。
チケットに添付の「福引券」に名前を書
き、当日受付の福引の箱に入れてくださ
い。昨年の夏まつりでは天候の影響で福
引が実施できなかったため、その分キャ
リーオーバーされていて、２人から３人
に１人は〝それなり”に当たります。
★会員のご家庭の中学生の皆さんには、
ジュース・軽食・かき氷などがセットされ
た「中学生無料チケット」を当日お渡しし
ますので、受付にお申し出ください。 ↗

「
◉第５２回市民大運動会」は、１０
月５日（日）９時から長五小学校グラ
ンドで開催されます。長五小校区の
１０地域中、高台は昨年７位の成績
でした。今年は全種目出場して、さら
に上位を狙いたいと思います。
今出場する選手を募集しています。混合
リレー、ゲートゴルフリレー、リレーボー
ル、ムカデ競走など７種
の対抗競技、グルメ競走、
親子でヨイショなど４種
の一般競技などの競技種
目があります。申し込み
締め切りは９月１４日
（日）です。奮って参加
ください。
昨年の市民大運動会の入場式
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