６月１８日午前７時５８分、大阪北部
を震源とする最大震度６弱の地震があ
り、長岡京市でも震度５強の揺れを感
じました。
直下型であったため縦揺れの直後に大
きな横揺れが襲いました。地震が来る
直前に携帯などに通報する「緊急地震
速報」も発せられましたが、直下型で
あったため、通報とほぼ同時に強い揺
れが襲いました。
▼一人住まいの高齢者の方……地震直
後に高台の民生委員が安否確認の電話
をし、安全を確認しました。
▼被害確認……自治会役員が高台内を
回って被害がないか確認しました。家
屋破損・垣根倒壊・出火・地割れなどは
ありませんでした。

全 372 世帯

月鉾や
児の額の
薄粧

▼災害時の初期対応
として、
「向こう三軒
両隣」
（６件程度）で
安全確認するグルー
プを作ることも必要
と考えています。皆
さんのご意見をお聞
きかせください。

▼高台には非常時に対応するため「高
台地区自主防災会」
「民生児童委員」
「高
齢者見守り隊」
「防犯防災委員」
「インタ
ーネット連絡網」などがあり、今回の地
震ではそれぞれが対応しました。しか
し個々の対応では十分とはいえず、統
合的な活動ができるよう今後見直しを
進めます。

会員329 世帯

▼「命のカプセル」は、救急活動をする
ために必要な医療情報などを入れるも
ので、長岡京市から支給されます。必要
な方は、市に直接申し込むか総合窓口
までお申し出ください。

▼ 大 地 震で 大 型家 具が 倒 壊し て 下敷
きになることを防ぐために、家具の上
部と天井の間に入れる「家具転倒防止
棒」が有効です。設置をしてくれる業
者 も い ます の で総 合窓 口 まで ご 相談
ください 。
▼東北地方の津波時の教訓の言葉とし
て「てんでんこ」というのがあります。
津 波 の 時 は まず 自 分 の命 を 守 るた め
「てんでに」行動しなさいということ
です。地震時の対応で昔は「地震だ。ま
ず火を消そう」というのがありました
が、今は地震発生でガスなどは自動で
止まりますので、まず自分の命を守る
ことを最優先してください。
▼昔よくいわれた「地震の時は竹藪へ
逃げろ」は、根拠のないことのようです。
竹藪の多い長岡京市に住んでよかった
ことは、新鮮な竹の子が食べられるこ
とくらいでしょう。
▼「緊急地震速報」は、地震の数秒から
数十秒前に大きな揺れが来るのを通知
するものです。携帯電話に自治体から
警戒音とともに「地震です。地震です」
と着信があります。電源を切ってあっ
ても（画面が消えていても）音量を絞っ
ていても、大音量で知らせてくれます。
今回の地震で着信がなかった人は、携
帯を購入された店に相談してみてくだ
さい。

７月５日から降り始めた強い雨は、夜
半も降り続き、６日になっても止む様
子がありませんでした。５日夕方には
高台地区にも「避難指示」が出されまし
た。避難場所である長四中（武道館）に、
避難された人は２０人になり、夜には
さらに増えて８０人となりました。入
れない一部の人は長五小（会議室、小学
校にも７０人が避難）に行かれました。
６日朝には帰宅される人が多く１０人
に減りました。
６日夜半には「大雨特別警報」
（数十年
に１度しかない大雨に注意する警報）
が出、７日も豪雨は止みませんでした。
小泉川は水かさが
増し激流となって
いましたが、高台
は、小泉川や桂川
が氾濫しても問題
ないと思われます。しかし大雨による
土砂崩れや土石流の可能性は、確率は
高くないとはいえ発生する可能性があ
ります。

高台２丁目から４丁
目にかけての西には、
北から順に「金原寺
池」
「鎮守池」
「芦原池」
があり、大雨になれ
ばそこから土石流が
高台地区に押し寄せ
る可能性が、ハザー
ドマップにも示され
ています。
しかしこれらの農業
用池は古老の話しでは過去に崩壊した
ことはなく、また大雨になれば市職員、
自治会、農家の方が定期的に監視して
いるとのことです。

今
❖年の高台夏まつりでは、
昨年復活した盆踊りを行
います。今回からさらに
多くの子どもさんにも輪
に加わっていただくため、
ドラえもん音頭なども踊
りたいと思います。
そのための子どもさん向
けの盆踊りの練習を次の
ように行います。多数ご
参加ください。

日時：７月２３日（月）２４日（火）
午前７時１５分（ラジオ体操終了
後）から１５分程度
場所：４号グラウンド
内容：
「ドラえもん音頭」の踊り方
対象：未就学児、小学生、中学生

今月はありません。
（お近くの方が、転居
や転入された場合は、総合窓口までお知
らせいただければと思います）

高
❖台３丁目の都出比呂志（大阪大学
名誉教授）さんが、先日第１９回和島誠
一賞を受賞されまし
た。この賞は、文化
遺産を守るのに功績
のあった個人１名と
１団体に毎年授与さ
れているものです。都出先生は１５年
にわたって関西文化財保護協会の事務
局長として活躍されたのを始め、
「古代
国家はいつ成立したか」（２０１１ 年
岩波新書）などの多くの著作があり、そ
れらが受章につながりました。

長
❖五小校区コミュ
ニティの「夏まつり
２０１８」が、７月
２８日（土 雨天決
行）午後５時から８
時まで長五小グラウ
ンドで行われます。
主催は長五小校区コ
ミュニティで、詳細
は７月１５日付「広
報長岡京」と一緒に
全戸配布されているコミュニティニュ
ース２５号をご覧ください。

激流の小泉川

総合窓口
954-7496

▼南海トラフ地震の被害想定額は１千
兆円を越えるともいわれています（東日
本大震災は２０兆円）
。
「地震保険」は大
地震では減額されますが、この際加入さ
れることも必要と思います。 ↗

７月度さくら会館清掃を、５Ｂと６Ｂ
の１１名で行いました。次回は８月４
日（土 今月は第一土曜日に変更されて
います）１０時からで、当番は７Ｂと８
Ｂ、リーダーは小島さんです。６月度さ
くら会館の部屋利用は１７回でした。

西乙高

芦原池
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◆夏のとれとれ市は、豪雨により
１週間延期され、７月１４日に３
号公園で行われました。１００名
以上の参加があり、
新鮮な日本海の海
産物や長岡の銘菓など
を買い求め、また抽選
を楽しみました。次回
は来年２月末頃に冬の
とれとれ市を開催予定
です。

4 丁目

７月３０日（月）９時から１
２時まで、さくら会館。
パソコン修理、ネット接続、
ウイルス除去、ワード・エク
セルの使い方 等 出入自由

H30 年７月号

◆赤十字募金（社資募集）で、１６３
軒の皆さんから９１，３００円をお預
かり し 、赤十字社 にお渡しし ました 。
ご協力ありがとうございました。

第５０回「ふれあいサロン
（映画会）」は、７月３０
日（最終月曜日）１３時３
０分からです。今回は川端
康成原作昭和３８年製作
「古都」です。岩下志麻演
ずる呉服屋の娘が、実は双
子だったというテーマを中
心に、京都のいろいろな懐
かしい風景が出てきます。
アカデミー賞の候補となり
その後も主演を変えて作ら
れ続けました。長門裕之・浪
花千栄子が共演しています。
映画鑑賞後、飲
酒・喫茶で歓談
します。参加自
由、無料です。
女性の方もどうぞ

今 回 の 地 震 は大 阪 北 部を 通 る 活断 層
（当初有馬高槻断層帯と発表されまし
たが、後で未知の活断層と訂正）による
ものですが、今後さらに大きく京都で
震度６強の揺れが予想される南海トラ
フ地震の可能性が高まっているとされ
ます。この地震では、震源地と長岡京市
の距離があるため、数十秒前に「緊急地
震速報」が出て少し対応する時間があ
りますので、その間に安全な場所に避
難できます。トラフ型地震では津波を
伴いますが、淀川を遡った津波も高台
地区では大丈夫と思われます。 ↗

高台バス通りの歩道工事が全６区画
の内の第５区画まで進んできていま
す。そのため、
「金ヶ原中」の上り下
りの２つのバス停は、それぞれ北に
２５ｍ、一時的に移動されています。
バス利用の方はご注意下さい。ま た
工事中の道路は、傾
斜 やく ぼみ ができ
て いま すの でお気
を 付け くだ さい。

バス停が移動
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