第３３回高台自治会総会が、４月１４日
（土）夜７時から、高台集会所（さくら会
館）であります。総会では、２９年度の総
括や３０年度の計画・予算などが審議さ
れ決定します。会員の皆さんの出席をお
願いします。都合のつかない方は、４月上
旬に配布する総会議案書に添付されてい
る委任状を、ブロック委員までお持ちく
ださい。
総会準備の状況をお知らせします。
「
◉ブロック委員」 ２２全ブロック委員
が決まりました。総会で紹介します。また
新ブロック委員による第一回役員会は、
４月２１日（土）７時からです。新委員の
皆さんには「説明会」を行います。

総合窓口
954-7496
会員327 世帯
全 372 世帯

「
◉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
◉案書添付の「出席票／
委任状」について、欠席の
方は「委任状」を４月１１
日（水）までに現ブロック
委員に、出席の方は総会当
日「出席票」をお持ちくだ
さい。

「
◉総会議案書」 ２９年度総括・予実管
理、３０年度事業計画・予算、新役員、監
査結果などの入った総会議案書（案）は、
３月の役員会で審議しました。その結果
を反映させた総会議案書（案）は、４月上
旬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。
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現在 バス通り（高台通り）の道路
改修工事と街路樹植え替え工事が行
われています。街路樹としては昭和
５０年代にはポプラが植えられてい
ましたが、平成３年に南京櫨に植え
替えられ、今般クロガネモチに変わ
ります。クロガネモチは常緑樹で、葉には
つやがあり、春に淡紫色の花が咲き、秋に
はたくさんの小さな真っ赤な実を結びます。

２
◉９年度ブロック委員の皆さんご苦労
様でした。今後とも自治会活動にご理解・
ご参加いただければと思います。まとめ
としてブロック委員の皆さんからいただ
いた感想で主なものを紹介します。
「ブロック委員となり、自治会活動の様
子がよく分かった」
「できる時間に、でき
る範囲で活動できた」
「夏祭り・運動会を
担当して、運営の大変さがよく分かった」
「地域との繋がりや絆ができる大切な活
動と感じた」
「日頃会うことの少ない皆さ
んとも知り合いになり楽しく活動できた」
などです。

３
❖月９日から３日間第２６回長岡京展
がバンビオで開かれました。高台からも
出品があり、応募１３８点の中から、次の
皆さんが受賞されました。おめでとうご
ざいます（敬称略）
。
洋<画の部 入>選 黒田容子
（４Ｂ） 森本達（１７Ｂ）
写<真の部 入>選 田辺直
人（１３Ｂ） 工<芸の部 >
入選 村上京子（４Ｂ）辻
井雅子（１６Ｂ）
こ
❖の１年を振り返るビ
デオができました。４月
１４日（土）の総会で放
映しますが、高台ホーム
ページ（
「役員用」にあ
ります）にもアップして
ありますのでご覧いただ
ければと思います。約５分で平成２９年
度の自治会活動をまとめてあります。

「
オープンガーデン」が、４月２日（月、
❖
雨天決行）１０時から１５時まで行われ
ます。これは各家の自慢の庭を開放する
催しで、高台５号公園を始め、高台地区で
１２件、梅ケ丘で２件、
井ノ内で５件の庭に自由
に入ってご覧いただけま
す。対象の家には旗が立
っていますし、地図は５
号公園などに置いてあり
ます。さくらを始めいろ
いろな春の草花をご覧いただけます。こ
の機会に是非ご鑑賞ください。

３月度さくら会館清掃を、１９Ｂと２０
Ｂの７名で行いました。次回は４月２１
日（土 総会があるためこの日が役員会）
１０時からで、当番は２１Ｂと１Ｂで、
リーダーは大崎さんです。２月度さくら
会館の部屋利用は１５回でした。

３月２４日（土）１０時から長五小
校区生涯学習委員主催の「初級・骨
董教室」があります。場所は長五小
のクラブハウス２階（体育館横）
で、講師は元向日市文化資料館館長
の山本栄二さんです。
骨董とは何百
年も伝世して
きた美術品で
す。長く生き
てきたそれぞ
れの重みがあ
ります。骨董
の世界は、幅広く奥深く、それだけ楽しい
ものです。
今回は初級コースとして「骨董の種類と
動向」
「骨董を楽しむには」などを、実際
の骨董品に触れながら、またプロジェク
タを使って説明いただきます。
これから骨董を集めてみようと思ってい
る方、テレビ大阪の「なんでも鑑定団」を
見るのが好きな方などお集まり下さい。

小川ミツエ 様
享年８７歳

＊お知らせ＊ 高台のホームページの「高
台だより」には平成２２年の２８８号か
ら今月の４０５号まで
が載っています。また
「役員用」には、毎月
の役員会の資料・自治
会会則・役員構成・高
台地図・年間行事予定
などがあります。
「お隣
さん」には、これまで
高台だよりに登場した
８０名が載っています。
このホームページの「メール」をクリック
すると、自治会にメールが届きます。
デザインやＢＧＭ音楽は季節に合わせて
変更しており、今は春のバージョンにな
っています。ご活用いただければと思い
ます。 http://www.taka-dai.info/

「 パソ コン 無料 相
談室」を、３月２６
日（月）９時から１
２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。
出入り自
由、無料
です。

訃< 報 >
１Ｂ ２・１・１

高台ホームページ

「
◉常任委員」 常任委員候補は９名が決
まっていますが、引き続き募集していま
す。地域のために力をお貸しいただけれ
ばと思います。とくに最近お勤め先を卒
業された方は、是非応募いただければと
思います。 ↗

第２９回長五小校区の
「友好祭」が、３月４
日長五小学校で行われ
ました。好天にも恵ま
れ多くの皆さんの参加
がありました。グランドで
は五小・四中・西乙高生に
よるダンスや吹奏楽演奏、
フランクフルトやうどんや
振る舞いぜんざいなどの屋
台などがあり、また体育館
やクラブハウスなどでは、
スポーツ型各種ゲーム、手
作り教室やパソコン教室な
どを楽しみました。最後にラジコンなど
の豪華賞品が当たる大抽選会に一喜一憂
しました。

Ｈ氏の昨年のオープンガーデン

今年のさくら祭りとバザーが、４
月８日（日）１１時から、３号公園
とさくら会館であります。詳細は別に
お配りするチラシでお知らせします。
「購入したが使っていない」
「進物でもら
ったが仕舞われたまま」
「大量に買って残
った」
「ダブって買ってしまった」などなど
の「衣料」
「日用品」
「タオル」
「石鹸」
「酒」
「缶詰」などがあり
ましたら、バザーへ
のご協力をお願いし
ます。お近くのブロ
ック委員までお持ち
ください。
昨年の「さくら祭り」

第４６回「ふれあいサロン（映画
会）
」は、３月２６日（月）１３
時３０分からで、今回は森繁の
「社長三代記」です。昭和３３年
に作られたモノクロで、３３作品
作られた社長シリーズの初期の作
品です。
社長役の森繁久弥を始め、小林桂
樹、加東大介、三木のり平、有島
一郎、トニー谷などおなじみの懐
かしいキャストです。
森繁の社長は、社長然としてこれ
こそ社長で、俳優として初めて文
化勲章をもらったこともうなずけ
ます。
森繁はシナリオにない演技をする
ことでも有名で、森繁の手元を狙う
専門のカメラがあったとされます。
映画鑑賞後飲酒・喫茶で歓談
します。初めての方、話し好き
の方、ただただ人と一緒にビール
を飲みたい方、仲間を作りたい
方、などな
ど、お集ま
りください。
参加自由、
無料です。

辻井さんの彫刻「飾り床」

もののふの 八十
おとめらが 汲
みまがふ 寺井
の上の かたか
ご（＝かたく
り）の花 家持
昨年の総会の様子

H30 年３月号
反時計回りに ①繁茂す
る南京櫨 ②冬支度した
櫨 ③枝を切られた櫨
④初代の街路樹 ポプラ
⑤三代目となる赤い実
のなるクロガネモチ
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