恒例の高台夏まつりは、８月２４日（土）
午後５時から（お地蔵さんは４時から）
行われます。今その準備を進めていて、
下表のように予定しています（日程に変
更のあった場合は高台だよりで通知しま
す）
。これらの多くの作業は、役員だけで
到底できるものではありません。公園整
備・会場設営・模擬店下拵え・販売員な
どの多くで皆さんの協力をお願いします。
夏まつりは、例年に沿った「ブラスバン
ド演奏」
「生ビール・かき氷・たこ焼き等
の模擬店」
「子供会模擬店」
「福引大会」
「お地蔵さん」など盛りたくさんの内容
です（バザーは春のさくら祭りで実施）
。
詳細はこれから夏まつり部会で詰めてい
きますが、皆さんも当日予定いただき、ま
たご希望やアイデアがありましたらお寄
せください。
全員参加で親睦を深めるとともに、夏の
夕べのひと時を楽しみたいと思います。

【美化衛生 】
最
◉近高台４号公園（４丁目）やバス停
の周辺で、タバコの吸い殻が捨てられて
いるのが目につきます。全てが高台の皆
さんのポイ捨てではないと思いますが、
心当たりの方は是非注意いただきたいと
思います。とくに枯草の上にも捨てられ
ているのが見られ、大事に至らない前に
マナーを守っていただきたいと思います。
「汚い所は汚される（ブロークン・ウィ
ンドウズ理論）
」もいわれます。最初のポ
イ捨てが次のポイ
捨てを呼びます。
今後ポスターを掲
示して注意喚起していきます。

第３回夏まつり部会

１１日（日） 高台まつり特集号発行
１８日（日） 3 号公園整備

２３日（金） 会場設営、下拵え
２４日（土） 午前 同上

夏まつり当日

５
◉月２５日に行われたゴミゼロ運動に
は、４４人の参加があり、バス通りなど
を清掃しました。
また６月２日に行われた公園清掃には、
４つの公園で９８人の参加があり、ゴミ
袋９０袋分（３号公園は刈取った草は堆
肥にしました）が出ました。
参加いただいた皆さんお疲れ様でした。

8月１０日（土） 無料チケット配付
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7月１３日（土） 第２回夏まつり部会

【 福祉 】
「
◉赤十字募金（社員
募集）
」にご協力お願い
します。日赤広報や募
金袋（下写真）を各家庭に配布していま
すので、協賛いただける方は、６月２０
日までにブロック委員にお渡しください。
赤十字に集められた募金は、災害救援や
社会奉仕や国際活動に使われます。

にそと懇談会が７月１８
日（木）午後７時から、
さくら会館で行われます。
側道や児童通学路、高速
道路周辺の整備、阪急新
駅（西山天王山駅）など
について、現状や構想に
ついての説明があります。
多数お集まりください。

【スポレク 】
６
◉月２日、長５小校区グランドゴルフ
大会があり、昨年に引き続き高台チーム
が団体優勝しました。また個人でも矢野
照子さんと村上京子さん（共に４Ｂ）が
それぞれ優勝と準優勝を飾りました。お
めでとうございます。
【 他 】
自
◉治会主催の「太極拳
入門講座」が５号公園下
で、これまで計５回実施
されました。毎回３０名
以上（登録５０名）の参
加があり、太極拳の基本
ポーズを習得し快い汗を
流しました。最後の回は
６月１５日（土）に行われます。
太極拳は今後高台の新しいサークルとな
り、その発足会が７月１日（月）午後７
時からさくら会館で行われます。参加ご
希望の方はお集まりください。

福祉部会（リーダ：三原、部員１８名）
が先日開催され、今年度の活動内容が
決まりました。
「日赤・社会福祉・赤い
羽根の募金活動」
「夏まつりに敬老お楽
しみ袋配付」
「敬老昼食懇談会と古希の
お祝い」
「生涯学習・健康体操・きずな
の会・ひだまり・人権擁護活動との連
携」
「民生児童委員との連帯」などを行
っていきます。昼食懇談会は、対象者
が多くなったため広い会場での開催を
検討しましたが、障害も考えられ、例
年通り高台集会所で実施することに決
まりました。
福祉部会は、高齢化が進む高台にあって
その中心を担っています。
「福祉」という
視点で今後も活動していきたいと思いま
す。

防犯・防災部会（リーダ：井、部員２
０名）が先日開催され、今年度の活動
内容が決まりました。「避難訓練の実
施」また「門灯・軒灯の点灯調査」
「年
末パトロール」
「空き巣対策」などを行
っていきます。
また今年の「出前ミーティング」は、
防災・防犯を予定しています。長五小
コミュニティとも連携を取って、高台
の安全安心を追求していきます。
防犯・防災に関してお気づきのことが
ありましたら、情報やご意見を是非お
寄せください。

にそと高速道路に伴って奥海印
寺西代地区（高台北西６００ｍ、
柳谷への道路上り口）に大規模
な公園整備が進んでいます。約
２万坪のエリヤに「自然ふれあ
い」
「西山山麓拠点」
「防災施設」
の各ソーンなどができる予定です。
自然ふれあいゾーンでは市民の環境・自
然学習ゾーンとして農園や果樹園が整備
され、西山山麓拠点ゾーンでは西山山麓
の現生植生を中心にした記念植樹ゾーン
が設けられ、防災拠点ゾーンでは平時は
近隣市民の憩いの場とし、災害発生時に
広域避難所とするための貯水槽やトイレ
等が設置されます。
既にホタル広場のための専用水路が完成
し、セレモニーが行われゲンジボタルの
餌となるカワニナが放たれ、秋にはホタ
ル幼虫の放流を予定しています。

http://www2.plala.or.jp/a-miyano

１４Ｂ
宮野 暁 さん
高台に引っ越し、気づけば７年になりま
す。長岡京市内の実家で生まれ育ち、高
台近辺も子供の頃から馴染みがありまし
たが、まさか暮らすとは思ってもみませ
んでした。高台に引っ越してからの我が
家は、まさに激動の日々。２児の父とな
り、１０年勤めた会社を脱サラし、そし
て２０１１年自転車ショップ「ミヤノサ
イクルワークス」を開業………。
会社員のころから自転車を生業にと考え
ていましたので、脱サラを機に、大阪の
ナカガワサイクルワークスで１年間働き
ました。ナカガワの中川茂氏は、日本を
代表する自転車ビルダーで、そんな中川
さんに教えていただいたのが「オンリー
ワン」の大切さでした。自転車屋が星の
数ほどある現在、ただただ自転車を売る
だけでは商売にならないよ、と教えられ
開発したのがホイールカバーでした。ホ
イールカバーというと、子供用自転車な
どの装飾品のイメージかもしれませんが、
レースやブルベ（認定自転車レース）な
どの実戦使用を考えました。昨年は当店
のホイールカバーを装着したミニベロ
（小径自転車）が、茂木（栃木県）と鈴
鹿（三重県）の耐久レースで優勝したの
をはじめ、
数多くの入賞を果たしました。
商品が活躍してくれるのは嬉しいのです
が、元々私は自転車選手だっただけに、
黒子に徹するのは物足りないと今年から
自ら監督兼選手となり、チ
ームを立ち上げました。ま
ずは「自転車で走ることの
楽しさ」を共有したいと思
っています。ポジションさ
えあわせれば、ママチャリ
でも走れます。ご興味のある方は楽しさ
を体感し一緒に走ってみましょう！

転<入入会 >
３Ｂ ２・７・９
廣正翔一さん
８Ｂ ３・１・１０ 長坂弘美さん
訃
<報 >
１６Ｂ 柳 真二さん（享年７８歳）
３Ｂ
鈴木進七さん（享年８１歳）
謹んでご冥福をお祈りいたします。

さくら会館の５月清掃が行われ、３Ｂと４Ｂ
の２１名の参加がありました。次回掃除は、
７月１３日
（土 役員会の日）
の１０時からで、
担当は５Ｂと６Ｂ（リーダ；桒原）です。

工事が進む西代公園

２５日（日） 後片づけ、慰労会
主な作業スケジュール

昨年の夏まつり準備風景
上；下拵え 下；会場設営

作業内容
月 日

昨年のにそと懇談会
防犯ジャケット

先週の太極拳入門講座

高台地区でも空き巣被害が出ており、ここ数か月で
2 件の発生がありました。いずれも夜間にアルミサ
ッシのガラスを破ってクレセント錠（回転錠）を回
して侵入する手口で、現金が取られています。対策
には人を感知して点灯する「センサーライト」の取
り付けが有効で、設置が簡単な太陽電池式のものが
3 千円程度で売られています。
日頃の防犯意識の向上や不審者に注意いただくため
に、ポスターを掲示します。またブロック委員が機
会ある毎に警戒色の黄色の防犯ジャケッ
トを着て高台内を回ることを始めていま
す。
「予防に勝る治療なし」…防犯や防
災は予防対策を十分にしておくことが、
大事に至らない最善の方法だと思います。
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