春の「公園除草」を、５月２８日（日）９時
３０分から行います（小雨決行、荒天６月４
日（日）
）
。
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
ックの担当とリーダー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」をモットーに、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。主旨をご理解い
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。 ↗

4号

5号
リーダー
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１、２
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１５～
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３
７，８

総合窓口
954-7496

４
❖号公園北側にある高台掲示板が新し
くなりました。これは（株）大高様から寄
贈いただいたものです。
なお２号公園や４号公園に立ててある
「住宅案内地図板」は、更新が大変な割に
は利用率が低くネットで代用できること
もあり、現在取り扱いを検討しています。

水
❖道水の水質自動監視装置を、４号公園
内に設置する予備工事が５月末までにあ
り、最終工事が来年２月までにあります。

各
❖公園の樹木に５月８日、殺虫防虫の
薬剤を散布しました。

3号

「ほのほのと 我
が心ねの 悲しみ
に 咲きつづきた
る 白き 野いば
ら」 木下利玄

2号
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今年のゴミゼロ運動は、公
園除草の終わった１１時ご
ろ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
や歩道に余りごみは落ちて
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、
エコシティを推進していき
たいと思います。

昨年の３号公園での除草

最
❖近高台で建て替えされるお宅が目立
ってきました。建て替えに伴って、環境上
守っていただく要望書を、工事業者と施
主に渡すようにしています。これは先日
の自治会総会で出たご意見に基づいて実
施しています。
工事上で騒音・粉じん・作業時間・交通整
理・駐車などで問題があれば、お知らせく
ださい。またブロック内で工事が始まるよ
うであれば自治会までお知らせください。

さ
〠くら会館西の空き地
（元汚水処理場）の活用
について、いろいろなご
意見がありましたが、現
在緑地公園とし木を植え
ベンチを置く案が考えら
れています。ご希望やア
イデアがありましたら、
総合窓口までお知らせください。
バ
〠ス通りの街路樹植え替えと歩道・車
道の舗装については、前月号でお知らせ
しました。この工事と合わせて、その他の
道路についても、水道工事などで仮舗装
されたままになっているのを全面舗装す
る予定です。その際側溝をどうするかで
すが、高台１丁目のように完全に覆って
暗渠にするか、現状のまま（鉄板やグレー
チング（格子状に組んだ溝蓋）を敷くや蓋
のない状態）にしておくかについて、ご意
見ご希望がありましたら総合窓口までお
知らせください。
長五小校区は、約５千世帯あり１万
３千人が暮らし、五小の児童は１千
人です。この五小校区全体の団体と
して、長五小コミュニティがあり、防
災訓練、夏祭り、友好祭、研修会など
を主催しています。その総会が５月２２
日（月）午後７時から長五小のクラブハウ
ス２階であり、総括と新年度の計画が審
議されます。多数ご参加ください。

↑ ８年前の５号公園
今年５月の５号公園 ↓

２丁目のオープンガーデン

「パソコン無料相談室」を、５
月２９日（月）９時から１２時
まで、さくら会館で行います。
ウィルスやマルウェアの除去、
ワードやエクセルの使い方、デ
ジカメからの写真の取り込み、
インターネット接続など、各自
のご要望の内容で行います。不
具合や不明なことで
お困りの方は、パソ
コン持参で（パソコ
ンの準備もあります）
。

今月の会員動向はありません

５月度さくら会館清掃を、２・１Ｂと
２・２Ｂの１０名で行いました。次回
は６月１０日（土 役員会の日）１０時
からで、当番は３Ｂと４Ｂ、リーダー
は後藤さんです。４月度さくら会館の
部屋利用は２０回でした。

長四中の北にある高台５号公園は、
緑のサポ
ーターの皆さんの日々の水遣りや清掃で美
しく保たれています。
公園は西洋風ガーデン
になり、四季折々の草花が咲き揃っていま
す。初夏の今はバラ・キンギョソウ・テマリ
シモツケ・ジキタリスなどが色を競っていま
す。ベン
チもあり
ますので、
是非一度
お越しく
ださい。
１９Ｂ
高瀬 昇 さん
〈いつ高台に〉
市内馬場に住んでいたので
すが、子どもが小学校にあ
中
♣学校で給食が始まることから、長四
がるので、環境のいいとこ
中学校の校内南西部に、施設を建てる計
ろと探しました。五小校区がいいといわ
画があります。その説明会が５月２９日
れ四中にも近くまた保育所の仲間も校区
（月）
午後７時から四中の校舎２階ミーテ
だったので、昭和６３年に引っ越してき
ィングルームであります。とくに中学校
ました。阪急の駅からは遠かったのです
に隣接する２丁目３丁目東側の皆さんは
是非参加して内容を確認いただくと共に、 が、バスの便がよく満足しています。
〈こられてからは〉
要望事項があればお伝えください。工事
引っ越してきたときは現役で、分析機器
は今年末から始まる予定です。
のメーカーでレンズの設計をしていたこ
高台にはよく手入れされたきれいな庭
ともあり、自治会活動に目を向けること
♣
が多くあります。それらを見ていただく
も余りありませんでした。１０年前にブ
オープンガーデンが、５月１９日（金）１
ロック委員になってからは、自治会活動
０時から１５時まであり
に積極的に参加するようになりました。
ます。５号公園と２丁目
〈ご趣味などは〉
を中心に赤いパンフレッ
以前は趣味は余りなかったのですが、山
トの置いてある６軒を自
歩きを始め、北岳、穂高、槍、白馬、富士
由に見ていただけます。
山などいろいろ登りました。スキーも好
案内パンフレットは５号
きでいくようになりました。音楽はジャ
公園にあります。なおオ
ズが好きでレコード収集して２００枚ほ
ープンガーデンは他の地
どあります。今はポップやロックを聴い
域でも行われています。
ています。
〈これからは〉
１年前から常任委員になり、防犯防災担
当をしています。何かお役にたてること
がありましたら、声をお掛けください。
さくら会館前の空き地

第３７回ふれあいサロン（映画会）
は、古代ローマ時代の公衆浴場をテ
ーマとしたＳＦコメディ「テルマエ・
ロマエⅡ」を上映します。テルマエ
とは、公衆浴場、ロマエとはローマ
のことです。
舞台は西暦１３０年代のハドリアヌ
ス皇帝時代のローマ、そのローマと
日本の銭湯とがつながっているとい
う、どたばた喜劇です。
出演はローマ人として濃い顔の阿部
寛、北村一輝、市村正規など、それ
にＣＭの女王で最近ショートカット
にして話題となった上戸彩、往年の
名子役松島トモ子や白木みのるなど
も出ています。第一作目が好評であ
ったため２０１４年に作られた２作
目を上映します。
５月２９日（月）午後 1 時半からさ
くら会館です。映画会の後、喫茶や
酒類を楽し
みながら歓
談します。
参加自由、
申し込み不
要です。

２
❖９年度上半期の自治会会費を、
ブロック委員が５月末までに集金に
お伺いします。よろしくお願いいた
します。
今
❖年会員世帯で小学校へ新入学された児
童は９名でした。会則の改定によりこれら
の皆さんにはお祝い金をお渡しすることに
なり実施しました。ご入学おめでとうござ
います。
「
❖緑の募金」は身近な地域や国内外の森
づくりのために使われます。災害復興支援
やふるさとの森林再生、また国際貢献で植
林促進などにも使われます。この募金に自
治会費から５千円を支出しました。 ↗

ふれあいサロン（映画会）
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