昨年は豪雨・大地震・大型台風が襲い、
高台でも避難指示や大雨特別警報が発
令され、少なからず被害が出たご家庭も
あると思います。
地球温暖化や異常気象がいわれる中、こ
うした天災は増えこそすれ、減ることは
ないと思います。総合的な防災対策を立
てることが焦眉の急と考えます。

総合窓口
954-7496
会員333 世帯

そこでまず住民の皆さんの実情とご意
見をお聞きするため、全所帯へのアンケ
ートを実施したいと思います。近日中に
用紙を配布しま
すのでご協力を
お願いします。
なお引き続き自
主防災会の隊員
を募集していま
す。総合窓口ま
でお願いします。
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春の「公園除草」を、５月２６日（日）
９時３０分から行います。小雨決行で荒
天時は６月２日（日）に延期します。
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、公園除
草で雑草を取ることが目的ですが、一緒
に公園清掃もしたいと思います。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「５３０運動」
も同じ日に行います。
ゴミゼロ運動は、５月
３０日にゴミを少なく
するように考え行動す
るために民間で起こっ
た運動で、長岡京市で
も推進しています。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・側溝などの掃除
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
しく保っていきたいと思います。
高台子供会の新役員が決まり、
【会
長】白土さん（金ケ原原田）
【副会
長】西垣さん（金ケ原寿先）【会計】
丸山さん（金ケ原南谷）
【庶務】宮部
さん（高台４丁目）が選ばれました。
今年度１２名の新入生を迎え、児童４９
名で活動しています。
４月新入生歓迎会、５月たけのこ掘り、
７月ラジオ体操、１１月遠足、３月６年
生を送る会などを行っていきます。また
８月の夏祭りと１０月の市民運動会に
は、自治会と共同で、高台の皆様との触
れ合いを大切にして実施しています。
子どもたちにとって、思い出に残る楽し
い行事になるよう、役員一同がんばって
います。
高台子供会は、昭和６１年に発足した高
台自治会の前から組織され、当時は子ど
もも多く活動も盛んでした。今次世代の
皆さんが住むようになり、また周辺の新
築住宅にも若い皆さんが多く入居され
るようになり、子供会もにぎやかになっ
てきています。

リーダー
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★高台自治会の役員会は、毎月１回、ブ
ロック委員・常任委員・子供会・民生委
員が集まって開催されています。ここで
は一般報告、環境部会・美化衛生部会・
福祉部会・スポレク部会・防犯防災部会・
広報部会からの報告、
協議事項の検討、ブ
ロック情報報告など
が行われます。新し
いブロック委員によ
る今年度最初の役員
会は、４月２０日に
行われ、常任委員の
区署、各部会メンバ
ーとリーダー、外部団体役員等も決まり
ました。これらの資料は、上記の高台ホ
ームページにあります

毎月第３水曜日は古紙類回収の日で、玄
関先まで出してもらっています。古紙類
の売り上げは、自治会と子供会の大きな
収入源となっています。今後ともよろし
くお願いします。

なお「新聞」
「雑誌」
「段ボール」などの
他に、
「牛乳パック」
「古着・ボロ・布団」
などもお願いします。
また「アルミ缶」は、毎
月水曜日に２号３号４号
公園前の市の回収箱にも
出していただいています
が、これも第３水曜日に
玄関先にお出しいただけ
れば、業者が回収し、自
治会・子供会の収入になりますので、よ
ろしくお願いいたします（市の回収箱に
入れた資源ゴミの売り上げは、高台には
還元されません）
。

アルミをボーキサイト鉱石から作るには、
大きな電力が必要で、そのためアルミは
「電気の缶詰」ともいわれます。出回っ
ているアルミ缶を回収して再利用するこ
とは、大きな省エネにつながります。

５月度さくら会館清掃を、２の１Ｂと
２の２Ｂの２１名で行いました。さく
ら会館清掃の次回は６月８日（土 役
員会の日）１０時からで、当番は３Ｂ
と４Ｂ、リーダーは小島さんです。４
月 度 の さ く ら 会 館 の 部 屋 利 用 は２ ０
回でした。

今月はありません

敬称略
緑地公園含む

９Ｂ

こぐれ

木檜 正裕 さん

高台に引っ越してこの８月で１年にな
ります。自治会に入会
させていただく際、夏
祭りのチケットがつい
ているよ と 知人に教
えてもらい、安易に入
会をしました。しかし
今では毎月の高台だよ
りを拝読することが楽
しみとなっています。
さて、私たちは、横浜→新潟→名古屋→
京都と転勤してきました。妻の出身が宇
治ということもあり、これを機に高台に
居を構えることにしました。現在、妻の
父、こども２人と５人で賑やかな日々を
送っています。
引っ越す前は、初めての土地でやってい
けるか不安もありましたが、住みやすい
環境、そして何よりご近所の皆さんがと
ても親切なことで、すぐに不安も消え、
ここに住んでよかったと思う毎日です。
高台に暮らしてから電車好きの息子が
以前にもまして阪急電鉄のファンにな
り、ほぼ毎日電車を見に行っています。
最近の家族の週末は、色々な電車に乗っ
て、鉄道のイベントに行ったり、電車の
見える公園に行ったりと、電車、電車の
毎日です。そして自宅でもプラレールと
電車づくめの日々です。お陰様で大人３
人、全国の鉄道に大変詳しくなりました。
オススメの電車や電車の見えるスポッ
トなどあれば教えて下さい。
家の前を通られた際、妻の怒鳴り声、こ
どもの泣き声、大声が響いている時もあ
るかと思います。ご迷惑をお掛けします
が「あーまた何かやらかしたな」と笑っ
てください。
そんな男４人、女１人の家族ですが、今
後ともよろしくお願い致します。

色々なアルミ缶

５９回「ふれあいサロン（映画
会）
」は、５月２７日（月）１
３時３０分からです。
今回は「キング・オブ・ポッ
プ」で１０年前に急逝したマイ
ケル・ジャクソンの「ＴＨＩＳ
ＩＳ ＩＴ」です。亡くなる直
前までしていた公演のリハーサ
ル映像を中心に構成したドキュ
メンタリー映画で、全世界で公
開され大ヒットしました。
キレキレのダンス、透き通った
高音、一流のバックダンサーな
ど、ファンならずとも、その
魅力に圧倒され感動すると思
います。
映画鑑賞後、
酒類などを
酌み交わし
歓談、親交
を深めます。

そこで前回の総会で高台自主防災会規
約を改訂し、それにしたがって、新しい
組織体制や行動計画作成を考えていま
す。具体的には常任委員や防災部会のメ
ンバーが集まって、役員の区署、長岡京
市との窓口、災害時の避難場所、住民へ
の情報伝達方法、避難訓練の実施、要配
慮者への対応、防災減災知識の普及、見
守り隊や民生委員との連携、助け合いチ
ーム（向こう三軒両隣組織）などを検討
しました。 ↗

★この１年を振り
返るビデオを制作
しています。先日
の総会で放映しま
したが、高台ホー
ムページにもアップし
ましたのでご覧いただ
ければと思います。約
５分で平成３０年度の自治会活動をま
とめてあります。高台ホームページは
（４月から変更に
http://takadai.net
なっています）にアクセスし「役員用」
からご覧ください。なお役員用には、自
治会の組織や各種申込み用紙、住宅地図
（パスワード必要）、自治会や集会所の
規約なども掲載しています。
★現在ブロック単位で、各種お知らせの
入った回覧板を回しています。しかし諸
般の事情で回覧が不要な方は、ブロック
委員までお申し出ください。 ↗

5 月27 日
（月）9 時から 12 時まで、相談
室をさくら会館で行います。
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上；新入生歓迎会、下：５月６日
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昨年の台風で大木が倒壊
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新ブロック委員による第 1
回目の役員会
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