１０月２９日（日）長岡第五小コミュニテ
ィ主催の「総合防災訓練」が、長五小グラ
ウンドと体育館であります。当日は消火
器使用やポンプ放水などの住民参加型訓
練、避難所開設運営訓練、また段ボールベ
ッド組立などの避難所整備訓練などがあ
ります。最後に炊出し訓練で作った豚汁
と非常食を試食いただきます。
詳細は、１０月１５日発行で各家庭に配
布されている「地域コミュニティ協議会
ニュース」をご覧ください。
また同時に高台地区の「避難訓練」も実施
します。当日９時になりましたら高台２
号公園に訓練避難してください。 ↗

▼２９年度下期の自治会費をお願い
します。ブロック委員がお伺いしま
すので、半期分１８００円をお渡し
いただき、領収書をお受け取りくだ
さい。
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「鶏頭の
十四五本も
ありぬべし」
子規

有志の方はここから徒歩で、総合防災訓
練が９時３０分から始まる長五小に向か
います。
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１０月２２日（日 小雨決行、衆議院議員
総選挙の日）９時３０分か
ら秋の公園清掃があります。
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
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。
3号

4号

5号

リーダ

石見さん

斉藤さん

片瀬さん

坂部さん

担当
ブロック

１、２
４～６

９～
１４

１５～
２１

３
７，８

「赤い羽根共同募金」を１０月末ま
でに、配付の袋に入れてブロック委
員までお願いします。集まったお金
は、都道府県ごとの地域福祉活動や
ボランティア活動支援に使われます。
なお今回お預かりしたお金は、年末助け
合い募金とに等分して寄付します。
先月の「社会福祉協議会」の募金は、１４
０世帯７万８
千円ありまし
た。ご協力あ
りがとうござ
いました。

第５５回「市民大運動会」は、１０月８日
（日）長５小学校で、秋晴れの絶好のスポ
ーツ日和りのもと、校区１０自治会が参
加して行われました。
金ヶ原御所ノ内（高台４丁目の北）の
対抗競技では、紅白玉入
宅地開発が行われることになり、１
れ・ＡＢＣリレー・小学
０月７日２回目の住民説明会があり
生玉入れでそれぞれ２位
ました。業者や高台・金ヶ原などの皆
となり、その結果総合で
さんが参加しました。工事時間帯・騒
７位と昨年９位から大躍
音・工事車の出入り・ガードマン配置など
進しました（表彰状はさ
の問題、また擁壁（盛り土の崩れを防ぐ壁） くら会館に掲示）
。
の高さなどについて、質問や要望をしま
好成績だったのは子供会の皆さんや新し
した。工事について心配や問題がありまし
く入居された若い皆さんの参加があった
たら、総合窓口までお知らせください。
ためで、特に最終の混合リレーに参加で
きたことによるものでした。
準備・運営いただいた皆さん、選手、子供会、
応援の皆さんありがとうございました。特
に小さい子供さんをお持ちの方も参加でき
るよう、皆さんで子供の面倒を見ていただ
き、ありがとうございました。

昨年 の訓練 上： 2 号公
園へ の訓練 避難 下：長
五小 体育館での 避難所
開設 運営訓練

なお当日９時１５分に市内７か所にある
サイレンが吹鳴し、ケイタイに訓練緊急
速報メール（エリアメールとも呼ばれて
います）が届きますのでご留意ください。

2号

市民大運動会終わる

公 園

敬老昼食懇談会 開催

毎年皆さんから多くのご注文をいただいて
います「年賀状」と「喪中はがき」の制作・
印刷を、今年も受付けています ①制作代・
基本代は無料 ②印刷代は市場の半額(30
円) ③好きなデザインを選べ家族写真など
の持ち込みも可 ④少枚数でもかまいませ
ん ⑤ご希望により宛名制作・印刷、年賀は
がき購入もします。
材料費以外の利益は、全て高台自治
会の収入となります。ご希望の方は、
956-1976（後藤・留守番電話）
または総合窓口まで、高台以外の友
人の方などでも構いません。
退会 ４Ｂ
訃報 １９Ｂ

小倉 佐助 さん
片瀬ひさ子 さん
享年 ９２歳

１０月度さくら会館清掃を、１１Ｂと１２
Ｂの６名で行いました。次回は１１月１１
日（土 役員会の日）１０時からで、当番は
１３Ｂと１４Ｂ、リーダーは小島さんで
す。９月度の部屋利用は２０回でした。

「敬老昼食懇談会」と今年７０歳を迎え
られた方の「古稀お祝いの会」が、１１月
１７（金）から３日間に分けて、さくら会
館で行われます。
今年古希を迎えられた１
２名を含む７０歳以上の
２８８名の皆さんには既
に招待状をお渡ししてい
ます。当日は昼食をとり
ながら懇談いただき、ラ
イブの落語や大正琴やウ
クレレの演奏やカラオケなどの余興をお
楽しみいただきます。
紅白 玉入れ での高 台の活躍

第４２回「ふれあいサロ
ン」は、１０月３０日（月、
最終月曜日）
１３時３０分
からで、今回は「超高速！
参勤交代」を鑑賞します。
変わったタイトルですが、
２０１４年作で同年のブ
ルーリボン賞を受賞した
秀作です。
１万５千石の東北の弱小
貧乏藩が通常準備に半年,
移動に 8 日はかかる道の
りを幕府に 5 日で来いと
言われ苦悩する様子を描
く、喜劇仕立ての映画で
す。佐々木蔵之介、深田恭
子、市川猿之助、陣内孝則
などの豪華出演者です。撮
影場所として丹波篠山城
が出てきます。
鑑賞の後、
喫茶や酒類を楽
しみながら
歓談します。
初めての方、
話し好きの
方、参加自
由無料です。

▼バス通り街路樹の植え替
えと道路補修工事開始は、
少し遅れていますが、１１
月中旬から始まる予定で、
その説明会が１１月初頭に
あります。今年で最後とな
る名残の南京櫨を愛でたい
と思います。
▼浄化施設があったさくら
会館すぐ西側の空地が、
「３号緑地公園」として整
備されました。芝生が植え
られベンチも置かれていま
すのでご利用ください。
また３号公園に一部で砂が
入れられ、置かれたテーブルもきれいに
なりました。

高台サークル紹介

「
たかむ ろ会」

ひとり暮らしの高齢者の会

高台地区は長岡京市の中でも高齢化が
進み、今年４月時点で全体の３４％、３
３６人が７０歳以上です。ひとり暮らし
の高齢者の方が集い親睦を深めるサー
クルが「たかむろ会」です。現在の会員
は１１名で、高台、高台西、金ヶ原、こ
がねが丘地区にお住いの方々が対象で
す。というものの現在の会員は高台（１
～４丁目）の方ばかりです。
会の運営は各地区の５名の民生児童委
員がしています。活動の基本は、おしゃ
べりをしながら食事を一緒すること。市
販のお弁当が中心ですが、年に一度は外
に出て少し豪華な料理をいただきます
（今年は１０月に筍亭に行きました）
。
食事のあとは皆んなでダーツやビンゴ
などのやさしいゲーム、歌や体操、工芸
などを楽しんでいます。また、講師を招
いて健康や防犯のお話を伺ったりもし
ています。
ひとり暮らしでは、１日中誰とも話をし
ない日もあると思いますが、心身の健康
のためには、人とのコミュニケーション
が大切と思います。この会を通じて友達
の輪を広げて欲しいと思います。
月１回、原則第３火曜日のお昼時間に２
時間程度開催しています。会費は半年１
８００円です。入会は、高台地区の民生
児童委員大﨑（９５３・３１７０）
、篠
山（９５２・６６６７）までお気軽にお
問合せください。

上；筍 亭で食事を し た時
の 集 合写 真 下 ；さ くら
会館 でピアノに 合わせ
て合 唱

「パソコン無料相
談室」を、１０月３
０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
など、各自の
ご要望の内
容で行いま
す。無料
です。

見納 めの南京 櫨
3 号緑地公 園
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懇談 会での 落語の 余興

