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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１０日
（水）
までに現ブロック委員に、出席の方は「出
席票」を総会当日お持ちください。

自治会会長 三原重徳
現在高台の３７４世帯うち自治会会員は
３３３世帯で、組織率８９％です。この率
は他の自治会にくらべて高い値ですが、
ま
だ未加入世帯も４１世帯あります。
これらの方は、
過去のいきさつなどから加
入されていない、
また加入しブロック委員
になれば負荷が大変だと思われているな
どではないかと思います。
しかし、
負荷についてはアウトソーシング
（外部委託）や機械化などで、軽減を図っ
てきています。新年度を迎えるに当たり、
加入を考えていただければと思います。

平成
h ３１年春季
火災予防運動が行
われました。その
標語は全国「忘れ
てない？サイフに
スマホに 火の確認」 乙訓「乙訓の ↗

３月
h ８日からバンビ
オで恒例の「長岡京展」
があり、１３１点の応
募の中から次の高台の
皆さんが入賞されまし
た。おめでとうござい
ます。
洋画の部 ４Ｂ 黒田容
子「運河（アムステルダム）
」 １７Ｂ森
本達「美しい村のカフェ」
、木彫の部 １
６Ｂ辻井雅子「秘密」
（敬称略）
総会議案書

道真

小野 泰二
１

第３４回高台自治会総会が、４月１３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、３０年度
の総括や３１年度の計画・予算などを審
議します。会員の皆さんの出席をお願い
します。
当日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。
「
◉ブロック委員」 全２２のブロック
委員が、下表のように決まりました。こ
の１年よろしくお願いします。新ブロッ
ク委員を総会で紹介し、第１回役員会を
４月２０日（土）７時から行います。役
員の皆さんには自治会全般についての
資料をお渡しし説明します。

H3１年３月号

ブロック委員（2２人、敬称略）

「
◉総会議案書」
３０年度総括・予
実管理、３１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。

昨年の総会の様子

東日本大震災があったのと同じ日
の３月１１日午前９時３０分、ケー
タイに警戒音とともに長岡京市と
大山崎町からの「緊急速報メール」
が届いたと思います。これは「訓練」
ですが、南海トラフ大地震のときにも本
震が長岡に到達する２０秒ほど前にこ
のメールが届き
ます。もしメー
ルが届かなかっ
た人は、購入し
た店で設定を見直してもらってくださ
い。またＮＨＫのテレビ・ラジオでも毎
月１日正午前に「緊急警報放送」の試験
信号を流しています。

高台では高齢化が進んでおり、
また長岡で
も震度６強の揺れが予測される南海トラ
フ地震がいわれ、
土砂災害警戒地区も拡大
指定されるなど、
私たちが助け合って災害
に対応していく必要性はますます高まっ
ていると思います。
自治会でもこうした災害時の対応体制を
作ってきていますが、
そのためにも一人で
も多くの皆さんの参加をお願いします。
従来から未加入 の皆さんにも、高台の活
動を知っていただくために、「高台だより」
や案内を、配布しています。
入会をお待ちしています。
お申し込みは総
合窓口までお願いします。

街に聞こえる 火の用心」です。
高台でも過去に住宅火災や近隣の竹藪
が燃える火災がありました。

３月
h ９日３号公園で冬
のとれとれ市を開催しま
した。１００人近くの皆
さんの参加があり、とれ
とれ海産物や長岡銘菓・
新鮮野菜などを買い求め
ていました。抽選会もあ
りました。

３月度さくら会館清掃を、１９Ｂと２
０Ｂの７名で行いました。さくら会館
清掃、次回は４月１３日（土 総会の日）
１０時からで、当番は２１Ｂと１Ｂ、リ
ーダーは黒田さんです。２月度さくら
会館の部屋利用は１６回でした。

５Ｂ

宮原 邦浩 さん

今年のさくら祭りは、３月３１日（日）
１１時から、３号公園であります。詳細は
後日お配りするチラシでお知らせします。
昨年は、４月に入ってからの実施でしたので葉桜にな
っていましたが、今年は温暖化に考慮して早く実施し
ます。酒類をチャーム付で準備し、昼食も実費で用意
し、
「桜の森の満開の下」で親睦を深めたいと思います。
多数お集まりください。
同時開催で「古本市」を行います。
ご家庭で不要な書籍があればお持
ちいただき、当日ご興味のある本
をお持ち帰りください。

訃< 報 >
２丁目３・８

難波 安範 さん
享年８４歳

昨年７月に市内より高台
２丁目に引っ越してきま
した。
７年前に仕事の都合で岡
山から長岡京に来ました。
市内の中でもこの地域は
長閑で住みやすく、夫婦共々とても気に
入っています。
引っ越して来た当初からご近所の方々
にとても親切にしていただき、すぐに新
しい環境に慣れることができました。３
歳の双子がいるのですが、公園もすぐそ
ばにあるので遊び盛りの子ども達も喜
んでいます。
３１年度は早速ブロック委員をさせて
いただくことになり、分からないことば
かりでご迷惑をお掛けすることもある
と思いますが、どうぞよろしくお願いい
たします。

賑わった冬のとれとれ市

３月２５日（月）
９時から１２時まで、さくら会館でパソ
コン相談会を行います。ご希望に応じて
説明します。出入自由、無料です。

「美しい村のカフェ」 森本達

第５７回「ふれあいサロン（映画会）
」
は、３月２５日（月）１３時３０分か
らです。
今回は２０１４年のアメリカ映画
「エクソダス：神と王」です。モー
ゼに率いられたヘブライ人（ユダヤ
人）が、弾圧に耐えかねて、出エジ
プトを計る叙事詩的映画です。１５
０億円をかけたという一大スペクタ
クルで、その壮大さは目を見張るも
のがあります。
旧約聖書にある有名な話し、例えば
国中の長子が死ぬ話しや葦の海が割
れ 追手のエジプト軍から逃げる話
しなどが出てきます。字幕スーパー
です。映画鑑
賞後、酒類など
を酌み交わし歓
談、親交を深め
ます。

「
◉常任委員」 常任委
員は現在立候補が１名、
退任の希望者が１名あり
ます。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。

金ヶ原乙張地区で３軒の宅地造成
建築計画があります。場所は奥海印
寺納所線（府道２０４号線）沿いの
湯川酒店の通りで、既に５軒の工事
が始まっている場所の少し南です。
業者による説明会を１７日（日）
１０時からさくら会館で行います。
上；3 軒の工事が始ま
る乙張地区
下；既に工事が始まっ
ている地区の現状
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