平成２６年も残り少なくなりました。今
年一年を振り返ります。◆１月ＳＴＡＰ細
胞発見、その後存在について問題に ◆安心
見守り隊の一環として「ふれあいサロン」
定期開催 ◆２月ロシア南部の都市ソチで
第２２回冬季オリンピック ◆「自治会サポ
ータ制度」を立ち上げ ◆３月日本一高いビ
ルあべのハルカスが完成 ◆４月消費税が
５％から８％に ◆８月広島北部で豪雨に
よる土砂災害 ◆９月長野県と岐阜県の県
境の御岳山が噴火 ◆１０月青色ＬＥＤを
発明した天野氏等３名がノーベル物理学賞
受賞 ◆１０月「恵解山古墳公園」がオープ
ン ◆１１月隔年実施の「日帰りバスツアー」
で和歌山方面へ ◆１２月流行語大賞に「ダ
メよ～ダメダメ」と「集団的自衛権」◆１２
月街路樹検討委員会立上げ◆１２月第４７
回衆議院議員総選挙 与党圧勝 ↗
年末年始の予定をお知らせします。
▼「年末特別警戒パト
ロール」 １２月２８日
（日）と２９日（月）
に実施します（小雨決
行）
。火の用心の掛け声
と共に２組に分かれて
高台内を巡ります。一
緒に回っていただける
方は、午後８時にさく
ら会館にお集まりください。子ども参加大歓
迎です。年末は忙しさのため不注意の火災や
空き巣被害が増えます。ご注意ください。
▼
「年末年始のごみ収集」
は、
１月２日
（金）
のみ休みで、他は通常通り毎週火曜日と
金曜日に行います。ゴミ出しは午前８時
までにお願いします。

「高台きずなの会」は、
毎月第２木曜日さくら
会館で、講師をお招き
して開催しています。今回は１月８
日（木）１３時３０分からで、
「エン
ディングノートの書き方」をテーマ
に内山貴美子さん（写真）に講演いた
だきます。ノートは人生を振り返り、
大切な方へのメッセージを書くため
のものです。多数お集まりください。
（京
都府明るい長寿社会づくり推進機構 高
齢者情報相談センター次長）

防災 避難訓練 を実施しました

６Ｂの西河裕子さんにお伺いしました。
長五小学校児童の通学路安全指導が行
◉
高<台に越してこられたのは >
われます。高台から小学校まで児童に付
千里ニュータウンに住んで
き添って交通安全を指導しながら行くも
いたのですが、近くに両親
のです。１月１３日（火）午前７時４５分
が住んでいたのと子どもが
になりましたら、指導していることを示
小学校にあがるのを機に、昭和４９年高
すために黄色いものを身に着け、集団登
校する児童と一緒に登校をお願いします。 台に引っ越してきました。当時このブロ
ックで家が建っているのは私の家だけで
高
◉速道路の誤進入にご注意ください。
した。阪急不動産の抽選会で当たってこ
スーパー「万代」の南の
こに決めたのですが、入居当時はバスの
長岡京ＩＣは、高速道路
便も悪く近くに買い物できる所もなく困
の出入り口になっていま
りましたが、カブトムシやキリギリスや
す。ここで高速道路に誤
ホタルもいて、時々朝靄もたって、自然豊
って進入する、逆走する、
かな所でした。周りに子供さんもたくさ
自転車やバイクが進入す
んいて、一クラスできるほどの人数でし
るなどが増えていると警
た。私の子どもも皆んなと混じって、野山
察本部から注意喚起され
を駆け回っていました。
ています。
現<在の暮らしはいかがですか >
これまでにぎやかな家庭でしたが、家族
バ
◉ス通りにある８５本の街路樹を今後
が少なくなって、何をするにも力がいる
どうしていくかを話し合う「第１回街路
ことや、自分で生活のリズムを作る難し
樹検討委員会」が、１２月１日（月）に行
さを感じています。しかし高台の皆さん
われました。参加者は１２名で、委員長に
はとても親切で、また高台自治会の支援
６Ｂの石橋さんを選出しました。
もあって、大変助けられています。特に
街路樹成長による問題点や管理上の問題
「たかむろ会」で皆さんと親交ができ、皆
点などの現状を確認し、今後の対策を検
さんの積極的な生き方を見習いたいと思
討しました。２回目以降のタイムスケジ
っています。本当に立派な生活をしてお
ュールを決め、結論を４月の自治会総会
られるのに驚いています。また「きずなの
に諮ることとなりました。
会」で、野々下先生の「できないことを嘆
くのではなく、できることを喜ぶ」のお話
さくら会館次回清掃は、１月１０日（土
役員会の日）で、１５Ｂと１６Ｂが担当で
をお聞きして、座右の銘にしています。
責任者は大崎さんです。なお１２月のさく
ご< 趣 味 は >
ら会館の部屋利用は２４回でした。
生花のままで長く持たせられ
る「プリザーブド・フラワー」
入 退会
を、南梅ヶ丘の先生から教わ
<
>
今月はありません。
っています。自由な色に染められますし、
訃 報
数
年
き
れ
い
なままを保っています。お礼
<
>
４丁目 ３・５ 小森 三男 さん
や
お
見
舞
い
や結婚式などにお贈りして喜
享年 ８１歳
ば
れ
て
い
ま
す。
また iPad
（タブレット型パソコン）を使
って、インターネットをしたり、動画を撮
影したり、ワードで資料を作ったり、また
離れている子どもとテレビ電話をしたり
して楽しんでいます。タッチだけでいろ
いろできて楽しいですよ。
自<治会について >
高台は自治会活動に熱心に取り組んでお
られ、私も助けられています。
「見守られ
る者」にしていただいていますが、今後も
よろしくお願いいたします。

長岡京ＩＣ（高速出口を望む）

背景はクリスマス

さくら会館「年末大
掃除」が１２月１３
日（土）に行われ、
３７名の皆さんに参
加いただきました。
普段できないエアコンや
屋根雨樋や押入れなどの
清掃、３号公園の落ち葉
除掃などを行いました。
参加いただいた皆さんありがとうございました。

長五小校区コミュニティ主催の「総合防
災訓練」と高台主催の「避難訓練」が、
１１月２３日（日・祝）に行われました。
南海トラフ大地震が発生したとの想定の
もと、高台２号公園に避難しました。
その後３３名が総合防
災訓練が行われる長五
小に向かいました。五
小では、各地区から集
まった２３０人と、今
回初めてとなる体育館
を避難所とするための
専用段ボールでのパー
テーション作りを体験
しました。防災倉庫からの非常食・飲料
水・毛布の搬送、マンホールを使ったトイ
レ設置、毛布を使っての担架作り、三角巾
を使っての応急手当など、実践に即した
訓練を２時間にわたって行い、最後に炊
き出し訓練で作った豚汁に舌鼓を打ちま
した。
いつかは必ずやってくる大地震にも生き
残るために、また近くの人の手助けがで
きるように、こうした訓練で体験を積ん
でおきたいものです。

体育館での仕切り作り

第１２回「ふれあいサロン」を、
１２月２２日（月）１４時から、
さくら会館で行います。
今回は黒澤明脚本・監督オムニバ
ス映画「夢」
、黒澤が見た夢を映
画化したものです。
この中から５
作品を選んで鑑賞します。
漱石の
「夢十夜」にヒント得た夢の内容
で、
華麗で幻想的な映像が展開さ
れます。
「日照り雨」では狐の嫁
入りの奇妙な世界が描かれます。
「鴉（からす）
」ではゴッホの絵
の中に入るのが意表を突きます。
「水車のある村」は、長野のワサ
ビ農場の水車が撮影場所になっ
ていて、
そこを通る陽気な葬礼を
描いています。
使われているテー
マ曲が耳に残ります。倍賞美津
子、
笠智衆、
寺尾聰などが主演
（１
９９０年作品）
。
観賞後喫茶や酒類を楽しみなが
ら歓談したいと思います。
参加自由、予約不要、無料です。
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高台自治会で

「敬老昼食懇談会・古稀お祝いの会」
が１１月１４日から３日間に分けて
行われました。参加人数は８８名で
した。日によってアトラクションは
変わりましたが、
大正琴サークルの伴奏
での合唱、ボランティ
アグループ「ブーフー
ウー京都」の紙芝居劇、
アコーディオン演奏、
フルート演奏があり、
それぞれ皆さん楽しみ
ました。

子どもも参加の昨年のパトロール
さくら会館年末大掃除

敬老昼食懇談会

「
◓第３３回長岡京市民マラソン大
会」は、１月１８日（日）に行われま
す。午前１０時に光風台住宅をスタ
ートし、１１時頃、往路復路で高台の
奥海印寺納所線（バス通りの西側の
道路）を走ります。毎回多くの皆さんの参
加があります。応援をお願いします。
「
◓高台日帰りバスツアー」が、１１月３
０日（日）３１名が参加
して行われました。紅葉
盛んの和歌山城や和歌山
マリナ―シティ、ポルト
ヨーロッパなどを巡りま
した。黒潮市場での昼食
は新鮮な海の幸をバイキ
ングで堪能しました。
実施後行われたアンケートでは、全員の
方がよかったとの回答があり、一番よか
った所はとの問いには、９割の方が和歌
山城をあげておられました。

和歌山城での記念写真
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