恒例の「高台夏まつり」は、先月２０日
（土）に３号公園で行われました。雨が
心配されましたが、開始時にはまだ大丈
夫とスタートしました。
四中ブラスバンドの名演奏のあと、かき
氷・焼きそば・たこ焼き・生ビールなど
の模擬店、また子供会のストラックアウ
ト・スーパーボール掬い・駄菓子コーナ
ーなどを楽しみました。バザーも始まり
大盛況でしたが、このころから“お天と
坊のししたれ”のためか雨足が強まり、
予定を残して終了することになりました。
会館内ではお地蔵さんがあり、子供の皆
さんが講話に聴き入りました。
実施できなかった抽選会とバザーを、１
週間後の２７日（土）１０時から行いま
した。当日は打って変わっての夏空で、
多くの皆さんにバザーを楽しんでいただ
き物品も完売しました。
抽選会も行われ、
今年は「自治会設立２５周年」記念の特
別賞５本あり一喜一憂の大盛り上りでし
た。特別賞当選者は小川憲雄（１Ｂ）
、小
出滋郎（３Ｂ）
、山本彰良（９Ｂ）
、波部
四郎（１３Ｂ）
、中島王子（１４Ｂ）の皆
さんでした。
夏まつりの後、関係者
で総括会が開かれ、来
年に向けての課題を話
し合いました。
バザーには多くの皆さ
んから物品を提供いた
だき１３２，０１０円
の売り上げとなりまし
た。また地蔵さんのお
供え（お賽銭含む）１６６，４２０円、
バザー寄付金３６，０００円をいただき
ました。
準備実施また協力いただきました皆さん
ありがとうございました。協力いただき
ました皆さんのお名前を下欄で掲載しま
す。

H23年９月号
No 311
発行責任者
桒原千秋
会員319世帯
全 367世帯
ホームページは
taka-dai.info
自治会設立
昭和61年4月
手をつなごう
高台自治会で

【防犯防災】
●西乙訓高校生への
「通学交通指導」
が、
９月２６日（月）から２８日（水）まで
の３日間、８時１０分から４０分まで行
われます。通学のマナーや安全面での注
意をするもので、指導いただく皆さんの
参加をお待ちしています。
【福祉】
●社会福祉協議会会員募集にご協力いた
だきありがとうございました。１７１件
９３，３００円の募金をいただき協議会
にお渡ししました。
【広報】
●パソコン教室が先月
末の３日間行われ、延
べ３２名の参加があり
ました。インターネッ
トの活用・作成ファイ
ルの管理・ソフトのダウンロードなどの
基本を実習しました。

パソコン教室

❤「集会所清掃」高台
集会所（さくら会館）
は、毎月１回第２土曜
日午前１０時からの担
当ブロックの皆さんの
清掃で清潔に保たれて
います。２１あるブロ
ックのうち月２ブロッ
クずつ、年に１回の担当ですので、是非
多くの皆さんのご協力をお願いいたしま
す（担当ブロックの皆さんには事前にチ
ラシを配付しています）
。
❤「古希のお祝い」高台の皆さんで今年古
希（７０才）を迎えられる方は、２６名お
られます。古くは「人生、七十、古来稀な
り」と言われましたが、これからまだまだ
の人生だと思います。自治会からささやか
ながらお祝いを、ブロック委員がお持ちし
ますのでお受け取りください。

集会所掃除

❤「下枝切り報告」８月２４日、バス通
り沿いのナンキンハゼ街路樹の下枝切り
が２３名の参加をえて行われ、通行や通
学の邪魔にならないよう整備できました。
参加いただいた皆さんありがとうござい
ました（なお下枝切りに先立ち、市の殺
虫剤の散布が行われました）
。
❤「温暖化対策」
「長岡京市役所地球温
暖化防止実行計画」が策定され説明会が
ありました。地球環境に配慮して、長岡
京での温室効果ガスの排出量を減らすも
のです。計画が長岡京のホームページの
「環境の取り組み」にあります。

●地蔵盆お供えをいただいた方
（順不同、敬称は略させていただきました）
桒原千秋、
寺田ユキ、
頼藤勝宏、
山内静雄、
小倉佐助、中西弘治、中西キミ、田尻元治
郎、山本律、虎頭祐正、吉田欣之介、畑健
二、中島正裕、伊藤嘉男、三輪正夫、難波
安範、竹林敏隆、高井武、矢野貢、増井信
幸、山田敏厚、小畠勵、大久保嘉人、梶晴
雄、森田邦夫、西河千恵子、三宅正枝、原
田誠、山中繁、海野文隆、石見隆、大前良
一、中原修、村中和之、中井英治、丸橋道
之、藤井健治、三原重徳、今村房治、中田
利享、森本達、藤井隆三、萬秋一郎、小森
三男、林栄一、小笹孝、天木亮太、小田切
茂彦、板倉昌義、紺谷修一、湯川酒店
●バザーへの寄付金をいただいた方（同）
野々下国男、塩見英一、乾忠子、中道康
隆、北尾圴、諏佐忠篤、梅垣英世、川内
宏雅、片山昭
●バザーに物品を提供いただいた方（同）
石見隆、天木庄司、岩嶋幸拓、小川憲雄、
小澤明朗、三田村智富、高山三喜男、寺
田ユキ、江川学、鶴田亮、鈴木進七、桒
原千秋、佐藤章、山内静雄、中田勝夫、
田中茂利、穴太公冶、小倉佐助、鮎澤成
和、福田百八、北端力、村上京子、高井
武、矢野貢、松浦恒男、前田みゑ子、村
中和之、橋本博久、中原修、近持茂樹、
冨山善文、大西ジツ、石橋忠、山田真司、
黒田正博、西河祐子、植田健一、松本盛
行、青木一雄、後藤国彦、小畠励、中西
弘治、畠口康子、細見和男、阪原武司、
山口歳次、五島七生、植村良彰、小田泰
弘、井章生、山下俊子、並木芳子、梶晴
雄、長嶋成光、板倉昌義、田尻元冶郎、
濱渕勇雄、大谷絹江、森田邦夫、伊藤嘉
男、平田政忠、柴崎吉弘、山口博康、酒
井義、小田切茂彦、稲井俊之、小野晴平、
田辺龍幸、竹内文也、丸橋道之、波部四
郎、野谷欣一、中井英冶、大久保一彦、
伊藤清子、金田英治、桐山力、奥村和巳、
大崎清司、虎頭祐正、瀧重一、中尾謙三、
柳真二、中川啓、畑健二、八木敏子、北
脇敏雄、中川昌次、小林 誠、谷口勝彦、
上田喜子、竹島聡、三橋康夫、芦田雅子、
原田誠、中澤嘉三、三宅正枝、松本俊二、
北村仁志、福本啓、藤井隆三、萬秋一郎、
菅原充子、下川徳明、山中繁、平田武弘、
小川均、木村隆宣、嶋崎広海、小野和夫、
大橋昌久、海野文隆、福田誠、北川一郎、
安見多加子、中原慎ニ

１３Ｂ
藤田恒雄 さん
竹林会（ゴルフ同好会）の
古市さんが突然亡くなられ
寂しくなりました。会では
今年から過去の実績からハ
ンディを決め競技することになっていまし
た。今年初めての優勝者だった古市さんに
親睦会の席上「今回特に気をつけてラウン
ドされたことは」と聞いたとき、
「バックス
イングを大きくとるようにした」と話され
た時の笑顔が今も忘れられません。
また次回９月のるり渓でのコンペの案内を
いただき、古市さんと同じ組で回れると喜
んだ矢先のこの訃報は、到底信ずることが
できませんでした。思わず「朝に紅顔あっ
て、夕べに白骨となる」の蓮如上人の白骨
の御文を思い浮かべ世の無常を感じました。
私は、退職後のスポーツとしてゴルフを続
けていますが、
年と共にスコアは悪くなり、
特に７５才から急に下がって年平均が１０
０を越えるようになりました。しっかり練
習して現状維持したいのですが、やはり歳
には勝てずにいます。８０才まで１００維
持を目標に再チャレンジしたいと思ってい
ます。
高台の皆さんでゴルフ経験のある方、
男女年令を問わず竹林会で一緒にゴルフを
楽しんでみませんか。
現在会員は１４名
（女
性１名）で、連絡先は４丁目海野・３丁目
伊藤です。

>

１２Ｂ ３丁目 ９・６
浅野芳朗 さん
１Ｂ ２丁目 １・３１
土高 収 さん
２Ｂ 金ヶ原原田２８・１９ 八木仁史 さん
２Ｂ 金ヶ原原田２８・２０ 水野栄吉 さん
（金ヶ原原田は向イ山の新住宅地です）

入 会 （入会順）

<

>

「市民大運動会」お弁当申込書
個 数：：
氏 名：：
ブロック：：
電 話：：

●「市民大運動会」のお弁当申込み
１０月２日（日）の市民運動会のお弁当の申込み
を受付けます。弁当とお茶で３００円（定価６０
０円の半額自治会補助、未会員は定価）
。９月２
４日（土）までに左記申込書に現金を添えて、２
丁目中西か３丁目梶まで（雨天中止時もお引取り
願います）
。なお出場選手と役員には支給します。

８月１５日 １７Ｂ 古市靖孝 さん （享年７５才）

訃報

<

【美化衛生】
●ビールなどのアルミ空缶を、集会所に
お持ちいただくか、古紙回収時に家の前
に出していただくかしていましたが、そ
の売上げが昨年に比べて約２倍となりま
した。自治会・子供会の大きな収
入源となっていますので今後と
も古紙・ボロ布・アルミ空缶
を第３水曜日にお出しいただくな
どのご協力をお願いいたします。

第24 回「生涯学習の集い」が開催され
ます。10 月14 日（金）に「今城塚古
墳の事前学習」
、29 日（土）に高槻の「今
城塚古墳見学」です。今城塚古墳は、長
岡にも都した古代で最も謎の多い天皇
継体陵とされます。発掘された形象埴輪
の葬送儀礼列が、200 体のセラミック
スで古墳上に再現されています。事績を
紹介した歴史館も併設されています。
講師は高台の梶晴雄さんで、詳細は高台
ホームページまたは高台10か所にある
掲示板でご覧ください。
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2 回目のバザー

復元埴輪群

