「高台夏まつり」は、高台自治会最大の
恒例行事で、今年は８月１７日（土）に
開催されます。今年から自治会青年部が
中心となって実施することで、今準備が
進んでいます。
夏まつり実施には、企画・公園整備・会
場設営・模擬店下拵え・当日販売などの
作業が必要で、またまつりの準備を通じ
て皆さんが親睦を深める意味でも、是非
多くの会員の皆さんの参加ご協力をお
願いします。
特に毎年お手伝いいただいている「高台自
治会サポーター」の皆さんには、ご依頼に
お伺いしますので、よろしくお願いします。
▼高台夏まつりでは、生ビール、かき氷、
助六すし、フランクフルト、たこ焼き、
焼きそばなどの模擬店があります。子供
会も売店やゲームなどのコーナーを予
定しています。

総合窓口
954-7496

▼無料券に付いた「福
引券」に記名いただい
て投票いただきますと、
それなりに当たります。

▼後日高台だより夏ま
つり特集号をお配りし
ますが、そこに「無料
券（生ビールかジュー
スとおつまみ）
」が付
いていますのでお受け
取りください。

No 424
発行責任者
三原重徳

全 374 世帯

夏まつり当日は、中天に満月もかかっている
と思います。清らかな月影の下と渋柿色の電
燈の下で、夏まつりをお楽しみください。

▼中学生と幼児の皆さんで、当日来場い
ただいた皆さんには、
「中学生無料券」
「幼児無料券」をお渡しします。
子供会会員の小学生にも、子供会から無
料券をお配りします。

▼７０歳以上の会員の
皆さんには、事前に
「敬老おたのしみ券」
をお配りしますので、
会場でプレゼントとお引き換えくださ
い。なお高台で７０歳以上の方は、今年
なられた方も含め３００名です。

「また水無月
の祇園會や、
日ぞ照り白ら
む山鉾の車き
しめく廣小路
……」 泣菫
昨年 の夏まつり 、 盆踊りとお地 蔵さん

令和元年7 月号

御所の内の宅地造成が進んでいま
すが、芦原池下から御所の内造成地
までの七ッ谷川排水路の整備が終
わりました。氾濫が危惧される芦原
池からの排水路をコンクリート化
したものです。

「高台自主防災会総会」
終わる
７月６日「高台自主防災会２０１９年度
総会」が多くの皆さんが参加してさくら
会館でありました。総会では
任期
b ３年の会長に２０
Ｂの山中さん、副会長に
１４Ｂ三原さんと１７Ｂ
小島さんが選ばれました。
先般
b 皆さんにお願いし
ていました防災アンケー
トの集計ができ、それぞ
れの家庭で希望される豪雨・台風・地震
のさいの行動が分かりましたので、その
希望に沿って情報の提供やサポートの
体制がとれるよう整備していくことが
決まりました。
ブロ
b ック別の避難場所の設定があり、
災害の際の、さくら会館の本部→避難所
担当幹事→防災ブロック長→班長→各家
庭 の連絡体制をとることとなりました。
その
b 他、避難訓練の実施、無事確認プ
レートの作成、自治会の防災予算を使っ
て活動するなどが決まりました。 ↗
日本赤十字社活動資金募集（募金）
をお願いしていましたが、１８０世
帯から１００、６００円の募金をい
ただきました。ありがとうございま
した。
７月度さくら会館清掃を、５Ｂと６Ｂ
の７名で行いました。さくら会館清掃
の次回は８月３日（土 役員会の日 第
一土曜日）１０時からで、当番は７Ｂ
と８Ｂ、リーダーは大﨑さんです。
６ 月 度 の さ く ら 会 館 の 部 屋 利 用は １
８回でした。

また質問や指摘を多くいただき対応し
ていくことになりました。主な質問は
「高齢者が多くなった現状で、班制度が
機能するのか」
「連絡網となるスマホの
講習会をして欲しい」
「避難先は分かっ
たが、その避難経路も決めて欲しい」「非
常時の場合、個人情報をどう守るのか」
「一番心配される芦原池について、もっ
と対策を詰めてもらいたい」
「活動の責
任はだれが取るようになっているのか」
などがありました。

現在防災活動をする皆さんは、高台自治
会の常任委員、ブロック委員の内防災部
会の皆さん、民生児童委員、子ども会会
長などです。しかしこれだけの人数では
防災活動は十分にはできません。皆様の
積極的な参加をお待ちしています。

次回の高台自主防災会の会合は、７月２
０日（土）７時からさくら会館で行いま
す。多数お集まりください。

今年の高台夏まつりでは、
恒例の盆踊りを行います。
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の踊り
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２２日（月）２３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」
「パプリカ」
（Ｎ
ＨＫ応援ソング）の踊り方
対象：未就学児、小学生、中学生

７月2９日
（月）9 時から 12 時まで、パソ
コン相談室をさくら会館で行い
ます。各自テーマで、出入り自由

▼恒例の長四中ブラスバンドによる演
奏、子どもさんのためのさくら会館での
「お地蔵さん」
、飛び入り参加大歓迎の
「盆踊り」などがあります。 ↗

●最近高台で自宅を改築するや立
て替える方が目立つようになって
います。その際工事中の粉塵・騒音・
交通などについてのお願いを、自治
会名義で工事業者に渡す資料を作
成しています。ご希望の方は、総合窓口
までお知らせください。
●ゴミ収集場までゴミ出しが難しいご
家庭に対して、家の前に出せる「ふれあ
い収集」制度が始まりました。適応には
介護度認定を受けている等の条件があ
ります。詳細については総合窓口までお
問い合わせください。
●２の１Ｂのブロック委員は、都合によ
り山田さん（２丁目３の５）に変更にな
りました。 ↗

総会の様子

第６１回「ふれあいサロン（映画
会）
」は、７月２９日(月)１３時３０
分からです。
やがて終戦記念日が廻ってきます。
世界の主要国で、戦後の７０数年間
に戦争をしていない国は日本だけ
といわれます。戦争をテーマにし大
ヒットしたＳＦ映画「日輪の遺産」
を鑑賞します。
内容は、太平洋戦争終戦末期、マッ
カーサーの財宝を巡る極秘作戦に
関わった帝国陸軍将校たちと20 名
の少女たちの運命を描きます。この
マッカーサーの財宝はＭ資金と呼
ばれ、詐欺のネタとして使われ、今
でも新聞紙上を賑わしています。浅
田次郎原作、堺雅人、中村獅童、八
千草薫などが
出演。映画の
後、酒類など
を酌み交わし
歓談します。

会員331 世帯
（上）左 が芦
原池 、右が 4
丁目、赤 の線
が完成した
排水 路、
（下）矢 印が
排水 路、右上
が芦 原池
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１９Ｂ

福嶋 信満 さん

２０１２年高台の
新居に引っ越し
て来ました。２
年後に仕事でア
メリカに行くこ
とになり、家族でワシントンＤＣの郊外
に引っ越しました。そして５年振りにま
たこちらに戻ってきました。渡米当時２
歳だった娘は７歳になり、また下の娘も
現地で産まれ家族４人になりました。帰
国して数ヶ月経ちましたが、未だに日本
の食べ物の美味しさに家族で感動して
いる日々です。アメリカでも日本食は大
人気で大手スーパーには必ずといって
よいほどお寿司のコーナーがあります
が、やはり日本の新鮮な魚は格別です。

久しぶりの高台周辺は大きくは変わら
ないものの、新しい家がたくさん増え、
長岡京ＩＣができており、西山天王山
駅もありとても便利になったと感じま
す。以前住んでいたものの分からない
ことが多く、ご近所の方々には本当に
親切にしていただいて感謝しかありま
せん。また、日本に住んだ記憶がない子
供達が日本の生活や学校に馴染めるか
どうか不安でしたが、上の娘は新一年
生として毎日楽しく五小に通っており、
下の娘も毎日幼稚園に行くのを楽しみ
にしています。

現地校のお友達との別れもあり帰国当
初は「アメリカに帰りたい。
」とよく言
っていた上の娘も、日本の生活にすっか
り慣れ、今では日本語もぐっと上達し、
なぞなぞやダジャレが言えるようにま
でなりました。日に日に関西弁もマスタ
ーしていっています。

子供達は本読みも大好きで毎週末家族
で図書館にも通っています。仲良く遊ん
でくれるのと同じぐらい喧嘩も多く騒
がしい日々ですが、何とか毎日過ごして
います。色々ご迷惑をお掛けすることも
あるかと思いますが、どうぞよろしくお
願いします。

訃
< 報 >
４Ｂ ２・７・２ 高井 武 さん
（享年８７歳）

