高台自治会会員全員の会合であり３０回
を迎える自治会総会が、４月１１日 土(）
１９時から、高台集会所（さくら会館）
で開かれます。総会では、２６年度の総
括や２７年度の計画・予算・諸事項が審
議され決定されます。会員の皆さんの出
席をお願いします。総会に向けて準備の
状況をお知らせします。

背景は X’masローズ

来年度実施予定の重要
項目は、高台環境を守
る「周辺宅地開発への
対応」
、災害時要介護
者を守る「見守り隊組
織の整備」
、組織整備
に向けての「夏まつり
や運動会での子供会と
の連携」
、自治会の仲間を増やす「未加入
者と転入者への入会勧誘」
、高齢化の進む
高台にあって自治会活動維持のための
「省力化・効率化の推進」です。
「
◉総会」 総会には、多くの皆さんに
出席いただき、計画・活動・予算等につ
いてご意見をいただければと思います。 ↗

４
、
「みどりのサポータ交
◓月８日（水）
流会」が開かれます。これは長岡京全体
のみどりのサポータの皆さんの交流会で
多くの参加があります。１０時から５号
公園を見た後、１１時からさくら会館で
高台のサポータからの発表があります。
高台の皆さんも参加自由です。

各
◓戸に配られて
いる「リビング京
都」の、高台みど
りのサポータの活
動の取材がありま
した。５号公園整備の
記事が３月２１日（土）
に掲載予定です。

◆現ブロック委員の皆さんは、３月３１
日（火）１３時から議案書を製本します
ので、お手伝いをお願いします。製本後
ブロック別に議案書をお渡ししますの
で、配付方をお願いします。

◆現常任委員は、３月２２日（日）１３
時から総会準備のための会合があります
のでお集まりください。

▼議案書添付の「出席票・委任状」で、欠
席の方は「委任状」を４月９日（木）まで
に現ブロック委員に、出席の方は総会当日
「出席票」をお持ちください。

「鉄道模型展」が、3 月３０日（月）１０時から
16 時まで、さくら会館で行われます。これは 3 丁
目の大崎清司さんがコレクションした N ゲージ鉄
道模型を展示・実動いただくものです。収集された
４００両以上の車両から、阪急電車・京福電鉄・長
野新幹線・九州新幹線・寝台列車・ドクターイエロ
ーなど 44 種を展示いただきます。さくら会館を
一杯に使って、実際に運転もしていただけます。ま
た大崎さんから鉄道の薀蓄も披露いただけると思
います。子どもさんを始め、たくさんの皆さんの来
場をお待ちしています。
本イベントは、高台のお住まいの方のコレクショ
ンの展示や講演をいただく企画の第 1 回目です。
5 号公園での取材の様子
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敬称略

新ブロック委員
２月２８日 （土）中央公民館市民
ホールで、乙訓医師会主催の「地域
の絆づくり」の講演会が開催されま
した。２００名以上の参加であり、
地域を代表して高台き
ずなの会の発表があり
ました。代表の２丁目
野々下さんが４年間４
７回続いた勉強会につ
いて、そのテーマや概
要・成果・課題などを
発表しました。

昨年の総会
発表の様子

「
◉ブロック委員」 各ブロックごとに
自薦他薦でブロック委員が決まりました
（別表参照）
。新委員の皆さんには、
「説
明会」を開催します。２６年度担当の皆
さんご苦労様でした。
「
◉常任委員」 常任委員は数名が自薦他
薦で決まっていますが、引き続き募集し
ています。経験は問いませんので、積極的
に参加いただき、地域のために力をお貸
しいただければと思います。とくに最近
お勤め先を卒業された方は、是非応募い
ただければと思います。
「
◉議案書」 ２６年度総括、予実管理、
２７年度事業計画、予算などの入った総
会議案書について、３月度の役員会で検
討し案を作成しました。議案書案は３月
３１日（火）以降に会員の皆さんにお配り
しますので、一読いただき、総会当日にお
持ちください。 ↗

集会所運営委員会が３月４日（水）委
員１２名が参加してさくら会館で行
われ、集会所の管理とイベント企画
などについて話し合いました。
集会所運営委員は、さくら会館の運営を
担当するもので、高台の自治会会員以外
の方も就任いただけます。ご希望の方は、
自治会会長桒原までお申し出ください。

市
♥民の絵画や書などを展示する「長岡
京展」が３月６日（金）から３日間、バ
ンビオでありました。入選された高台の
皆さんの作品も展示されました。
日本画の部では２丁目
の黒田明美さん、洋画
の部では３丁目の大久
保久榮さん、三原順子
さん、写真の部では３
丁目田辺直人さん、工
芸の部では２丁目の菅
達雄さん、村上京子さんなどが入選され
ました。おめでとうございます。

「
♥高台さくら祭り」とバザーは、４月５
日（日）１１時から１５時まで３号公園で
行います。詳細はチラシをご覧ください。

先日高台で夜間に
ガレージに置いて
あった乗用車が盗
まれるという事件
がありました。比
較的犯罪が少ない高台
ですが、空き巣などの
防犯のほかに、ガレー
ジにある車にも注意い
ただければと思います。なお高台に貼っ
てある「空き巣注意」のプレートをご希望
の方は、桒原（９５４・６７４０）まで。

第１５回「ふれあいサロン」
（高齢者見守り活動
強化事業の一部）を、３月２３日（月）１４時か
ら、さくら会館で行います。映画は昔懐かしい美
空ひばり主演の「東京キッド」です。昭和２５年
作品で、復興まもない当時の東京の風景や風俗が
見られます。１２歳のひばりの歌う挿入歌も楽し
ませてくれます。
共演は、
「地球の上に朝がくる」
で一世を風靡した川田晴久、榎
本健一、花菱アチャコ、堺駿二
などです。モノクロ
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３Ｂ ２・５・１ 増田裕さん

さくら会館３月度清掃を、１９Ｂと２０
Ｂの１４名の皆さんで行いました。次回
４月度は１１日（土 総会の日）１０時か
らで２１Ｂと１Ｂが当番、リーダーは桒
原さんです。なお２月度のさくら会館の
部屋利用は１４回でした。

１１Ｂ
小林 久木 さん
「きれい」…毎年春になる
と我が家では家族みんなが
口にする言葉です。お気に
入りの場所、２号公園，３
号公園の桜を眺めては朗らかな気持ちに
なれるこの季節が大好きです。
４０年前にこの高台に住み始めてからず
っとお気に入りの場所となりました。京
都には，様々な桜の名所がありどこも勿
論素晴らしい桜ではありますが，高台の
桜も決して引けはとらないと勝手に思っ
ています。私自身，子どものころから公
園で遊び，中学生のころには友だちと語
り合った思い出の場所でもあります。大
人になってからは公園で時を過ごすこと
はなかったのですが，子どもができてか
ら鉄棒の練習をしたり，子ども会のイベ
ントやラジオ体操に参加したりと訪れる
機会が増えました。そして，見事な花を
咲かせる桜の木々の下で子どもたちの節
目で写真を撮ってきました。桜の木の下
では人は自然と笑顔になれるようです。
いつも満面の笑みで写真に納まっていま
す。不思議ですね。
何年たっても，公園の姿は変わらずに私
たちを迎えてくれます。そんな場所を保
ち続けているのは高台に住む方々のお力
だと，大人になってから知りました。最
近はマムシが出るということを聞き，近
寄り難くも思っているのですが………。
でも，このお気に入りの場所で今年の春
も笑顔で桜を愛でにいくつもりです。

三原さんの「風雪に耐えて」

