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昨年の公園除草 2 号と 4 号公園

今年のゴミゼロ運動は、
公園除草の終わった１１
時過ぎから近くの道路の
清掃を行います。担当の
公園の近くのバス通りを
中心に、道路・歩道・暗
渠などの掃除をお願いし
ます（毎年道路・歩道に
ごみは余り落ちていませ
んので時間はかからない
と思います）
。
多くの皆さんの参加で、
高台の環境を、美しく保
っていきたいと思います。
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高台の方が、サークル・会合・イベ
ントなどでさくら会館の予約をされ
る時は、直接集会所委員会会長三原
まで
miharasj@gmail.com
か 954-7496
。年間日程が決ま
っている場合は、それを提出ください。

２
↙２あるブロックの
内２ブロックずつの住
民の皆さん（非会員も
含む）に担当いただい
ています。年１回の担
当ですので、万障お繰
り合わせのうえ参加い
ただければと思います。
毎月行われている「役員会」
（4 月度）

今年も春の「公園除草」を、５月３１日
（日）９時３０分から行います（小雨決
行、大雨の場合６月７日（日）に延期）
。
これは高台自治会が市からの委託を受け
て毎年春秋の２回行っているものです。
各ブロックの割り当てとリーダは下表の
ようになっています。それぞれの公園に
直接お集まりください。ごみ袋・軍手・
鎌を準備しています。
また「ゴミゼロ運動」
も同じ日に行います。
日本は「焼却大国」
といわれ多くの有用な資源を無駄に焼却
しています。ゴミゼロ運動では、
「混ぜ
ればごみ、分ければ資源」を標語に、ご
みから使えるものを分別して再利用して
循環型社会を目指します。この主旨にご
協力いただき、故紙やアルミ缶の回収、
また分別ごみ回収などにご協力いただき
たいと思います。

２
◉７年度上期分自治会費を、ブロ
ック委員を通じてお願いしてありま
したが、全３２７世帯からいただき
ました。ありがとうございました。
毎
◉月第２土曜日に、
さくら会館で「役員会」
が開催されています。
役員会では常任委員と
ブロック委員が、高台
課題の検討、各種情報
の伝達、提案事項の討
議などを行っています。
ブロック委員の方は忘れずに出席いただ
きたいと思います。また同じ日の１０時
からさくら会館の清掃をしています。 ↗

▼ご近所の皆さんの「転入」
「転出」
、ま
た「訃報」
「お子さん誕生」を知られた
場合は、自治会長三原までご一報いただ
ければと思います。
▼先般高台でも不幸にも認知症による
「迷い人」が出ましたが、
「迷い人」が
出た場合、まず市役所対策本部や乙訓消
防に連絡ください。その場合高台役員に
「迷い人情報メール」が届くようになっ
ており、メールを受けて自治会でできる
範囲で組織的に対応協力していきます。
▼先月の「ふれあいサロン・映画会」
は、中止になりご迷惑をおかけしまし
たが、先月と同じ内容で５月２５日
（月）１４時から実施します。桂米朝
の落語「地獄八景亡者
戯」のビデオを見たい
と思います。多数お集
まりください。

会<員名変更 >
４Ｂ ２・４・６
吉阪宏子→鈴木 宏子さん
転<入 入会 >
４Ｂ ２・７・１ 高坂 嘉勝さん
１０Ｂ ３・９・１２ 大住 岳哉さん
転<出 退会 >
２・１Ｂ ２・４・１ 高山三喜男さん
１７Ｂ ３・１６・２ 安孫子けい子さん
訃<
報 >
７Ｂ ２・１３・１２ 後藤千代さん
享年 １０４歳
各家庭で出たビールやジュース類のア
ルミ缶は、第３水曜日の故紙回収日
に、古新聞などと一緒にビニール袋に
入れて玄関先にお出しください（ブロ
ックによってはごみ収集所に出している所
もあります）
。資源（分別）ごみの日（月
２回の水曜日）に、各公園前の回収箱にア
ルミ缶を入れられても、高台の分にはなり
ませんのでご注意ください。

新しい施策を実施しています

住民の高齢化が進み自治会活動が困難に
なりつつあります。これまでの活動の質
を維持しつつ、役員や会員の負荷を減ら
すための諸施策を、常任委員が中心とな
って、新年度から実施しています。
◆パソコンデータ化…これまでペーパー
でしかなかった資料類を、再利用できる
ようオフィスのデータとして制作してい
ます。また新規の帳票類もデータとして
作っています。
◆ＨＰへのアップ…
できた資料やデータ
は、一元的に高台自
治会のホームページ
にアップし、皆さん
が利用しまた今後の
人が継承していきや
すいようにしています。
◆アウトソーシング…ブロック委員の皆
さんの負担を軽減するためにアウトソー
シング（外部委託）を進めています。高
台だよりのポスティングは既に実施して
いますが、今後各種のイベントも、経済
性を考慮しつつアウトソーシングを進め
ていきます。
◆データーベース化…これまでばらばら
に作られていた役員・会員情報を一元化
し、基本データーベースを構築しまし
た。これからは必要に応じて切り出して
使っていくようにして、効率化を図って
いきます。
◆連絡網の構築…役員へのパソコンメー
ルでの連絡網を構築し、簡便・迅速・確
実に情報伝達ができるようにしました。
今後会員の皆さんへの連絡網も作ってい
きたいと思います。
◆手順の簡素化…申し込みや記録や事務
手順などを、問題が出ない範囲でできる
だけ簡素化し、役員や会員の負担を減ら
し、既に一部を実施しています。

高台自治会のホームページ

さくら会館５月度清掃を２・１Ｂと２・２
Ｂの２２名で行いました。次回６月度は１
３日（土 役員会の日）１０時からで、３Ｂ
と４Ｂが当番で、リーダは大﨑さんです。
なお４月度のさくら会館の部屋利用は１
７回でした。

１５Ｂ

大﨑 清司

私が鉄道好きになったのは
小学生の頃でした。住んで
いた家から田んぼを挟んで
向こう側に線路が見えまし
た。旧国鉄高砂工場へとつながる引込線
でした。当時高砂工場では、気動車や客
車、貨車の検査や車体の改造、修繕など
を行っていました。部屋の窓から眺めて
いると、長年の就役に疲れた古びた車両
がＣ１１蒸気機関車に牽引されて工場へ
と入って行きます。そして何日か後にま
るで新車のようによみがえって、誇らし
げに出てくるのです。その列車たちの変
身振りを目の当たりに見るのが楽しく、
すっかり鉄道車両の虜になってしまいま
した。中学生になると山陽電車で通学す
るようになり、走行音で車両の型式を聞
き分けられるようになりました。

社会人になって転勤が多かったため、さ
まざまな通勤電車のお世話になりまし
た。関西ではＪＲ京都線、阪急京都線、
近鉄京都線、大阪地下鉄御堂筋線、谷町
線、関東ではＪＲ東海道線、中央線、南
武線、総武快速線、埼京線、京浜東北
線、東急田園都市線、小田急本線、営団
地下鉄（現東京メトロ）半蔵門線、銀座
線、有楽町線、千代田線、京浜急行線、
西武池袋線などなど……、それぞれに特
徴ある車両たちが楽しませてくれまし
た。仕事での出張もできるだけ鉄道を利
用しました。関東から九州までの在来線
特急はほとんど乗り尽くしました。還暦
を迎え、お祝いに何種類かのＮゲージ
（線路幅が９ｍｍ）の鉄道模型をプレゼ
ントされたのがきっかけで、鉄道模型に
はまり込んでしまいました。

集めた車両は新幹線、電車、
気動車、電気機関車、客車、
貨車など１２００両を超え
ています。その中から人気
のある列車を選んで先日、
さくら会館で鉄道模型展を
開きました。お子さんから
お年寄りまでたくさんの方に来ていただ
き、楽しんでいただくことができまし
た。ご来場の皆さんありがとうございま
した。

さくら会館での鉄道模型展
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さくら会館の５月度の清掃

