「高台夏まつり」は、
「全員参加で楽し
く親睦を深めよう」をテーマに、８月２
２日（土）午後５時（お地蔵さんは４
時）から、３号公園とさくら会館で行い
ます。今その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・当日販売担当な
どの作業があり、自治会会員の皆さんの
積極的な参加をお待ちしています。
とくに「自治会サポータ」の皆さんのそ
れぞれの経験を生かしての力強いご協力
をお願いします（別途ご案内します）
。
準備作業は、テーマのように、
「楽しく」
していただき、また準備作業を通じて参
加の皆さんの親睦を深めていただければ
と思います。夏まつりの翌日の８月２３
日（日）には反省会を兼ねた慰労会を準
備していますので、ご参加ください。 ↗
8 月８日（土） 19 時 定例役員会

２１日（金） 16 時 30 分 会場設営
２２日（土） 13 時 下拵え
15 時 関係者全員集合

17 時 夏まつりスタート
２３日（日） 8 時 30 分 後片付け
引き続き 慰労会
夏まつりの予定表

夏まつりでは、生ビール、かき氷、助六す
し、いか姿焼き、ビーフコロッケなどの屋
台が出、また子ども会もスーパーボール
すくい、駄菓子、くじ引きなどのコーナー
があります。詳細は８月中旬に自治会会
員の皆さんに向けた高台だより「夏まつ
り特集号」をご覧ください。特集号には、
福引券付無料券（ビールまたはジュース
＋助六＋コロッケ＋抽選券）が付いてい
ますのでお受け取りください。なお自治
会・子ども会ともに当日券もあります。
会員の皆さんに関連する日程は右表のよ
うになっています。

▼長五小校区の「夏
まつり２０１５」は、
７月１８日（土 雨
天決行）午後５時か
ら長五小グランドで
行われます。太鼓演
舞などのショウ、か
き氷・焼きそば・ポ
ップコーン・キラグッズなどの売店、スー
パーボール・射的などのゲームコーナー
があり、ビンゴゲームもあります（それぞ
れ当日券も有ります）
。最後は長岡京音頭
やドラえもん音頭で盆踊りの輪を広げま
す。主催は長五小校区コミュニティで、詳
細は７月初に「広報長岡京」と一緒に全戸
配布したコミュニティニュース１３号を
ご覧ください。

▼第５３回市民大運動会は、１０月４日
（日、雨天時は１１日）９時から１５
時、長五小グランドで行われます。
１７種目の競技があり、その内玉入れ・
ムカデ競争・混合リレーなどは、長五小
区の１０自治会の対抗戦です。高台は毎
年対抗成績は芳しくありませんが、今年
こそは昨年の最下位を脱出したいと思い
ます。詳細は追ってお知らせしますが、
現在参加選手を募集しています。吾はと
思われる方は、スポレク担当小島（９５
６─２７２１）までお願いします。

昨年の五小夏まつり

「 迷い 人」 の対 応
認知症による迷い人（行方不明者）捜索体
制が決まりました。認知症は加齢ととも
に誰でもかかる病気で、有効な治療法も
確立されていません。６５歳以上の１
５％、８５歳以上の４０％が罹患すると
いわれます。この率で考えると高台にも
数十人の方がおられることになります。
認知症でとくに考えなければならないの
は、迷い人となる場合です。家を出て帰り
道が分からず山の奥でなくなっていたと
いう例もあります。こうした迷い人が出
た場合、高台自治会として次のように組
織的に対応したいと思います。
①迷い人発生時 市役所や警察に捜索願い
②各機関から高台自治会長に通知 ③会
長からブロック委員と自治会会員に電子
メールや電話で連絡 ④連絡を受けた者
は、自分の家の庭や周りの道路を探す
（それ以上は必要ありません）
。
もし捜索隊が組織された場合は、有志の
方は参加いただきたいと思います。
迷い人を見つける訓練は、長五小コミュ
ニティ主催などで行われていますのでお
問い合わせください
（次回は１０月１４日
（水）と１７日（土）開催です）
●赤十字募金（社資募集）があり、１８６
軒の皆さんから１０３，０００円をお預
かりし、赤十字社にお渡ししました。ご協
力ありがとうございました。

第 18 回「ふれあいサロン（映画会）」は、
7 月２７日（月）１４時から、さくら会館
で行います。
「明治は遠くなりにけり」は、中村草田男
の句ですが、昭和も今忘却の彼方へ去ろう
としています。そしてやがて「昭和百年」
。
その時々に作られた歌曲は、
古きよき時代
を思いだす“よすが”となることでしょう。
そこで今回は藤浦洸が北原白秋が矢野峰
人が古関裕而がサトウハチローが作詞作
曲した名曲を、当時の懐かしい映像ととも
に、楽しみたいと思います。「リンゴの唄」
「君の名は」
「さすらいの唄」
「行春哀歌」
「蒙
古放浪歌」
「東京キッド」
「モンテンルパの夜
は更けて」
「踊子」
「青い山脈」
「有楽町で逢い
ましょう」
「夏の日の思い出」など、人口に
膾炙した流行歌、埋もれた名曲です。
映画会の後、喫茶や酒類を楽
しみながら歓談します。参加
自由、申し込み不要、無料で
す。毎回多くの皆さんの参加
をいただいていますが、初参
加の方もお気軽に是非どうぞ。

7月２5日（土） 15 時 常任委員会
19 時 サポータ会合

H27 年7 月号
No 365
発行責任者
三原重徳
会員330 世帯
全 373 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
背景は祇園祭

作業内容
月日

であることの話がありました。詳細は高
台自治会ホームページの「お知らせ」をご
覧ください。なお高台ホームページは、
先日 市主催の廃棄物減量推進協議会
などの検索で「高台自治会」と引
Yahoo
の会合があり、各自治会の担当者など
けば、トップに出てきます。
が出席しました。そこで、
「家庭で出る
●先月号でお知らせしました「木下
ごみの減量化に努め」
、
「回収できるも
サーカス招待券」配布は、多くの皆
のは分類して資源として回収するこ
さんのお申し込みをいただき全数お
と」などが説明されました。またパソコン、
渡しいたしました。こうした特典を
家電リサイクル品（エアコン、テレビ、冷
これからもできるだけ提供していき
蔵庫、洗濯機）
、薬品類、在宅医療に伴う
ごみなどは、それぞれ別の処理が必要 ↗ たいと思います。 ↗

上：昨年の公園整備
下：昨年の夏まつり
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衣川 元貴 さん

高<台にはいつごろから >
私たちは長岡京市
内に住んでいたの
ですが、この６月
にこちらに引っ越
してきました。３
歳の女の子と９か月の男の子がいます
が、子どもたちに自然のいい環境をとこ
こにきました。今は鶯の鳴き声を聞いた
り、すぐ前の４号公園で子どもとバッタ
を取ったりと楽しんでいます。
お<勤めですか >
私は大阪の企業で、電気自動車用のリチ
ウムイオン電池の生産技術を担当してい
ます。妻は化学企業で事務をしています
が、今は育休中で、子どもの世話にてん
てこ舞いです。
ご<趣味は >
趣味はスキーやゴルフで、子どものでき
る前は、毎年志賀高原で年越しスキーを
楽しんでいました。また琵琶湖でブラック
バス釣りもよくやりました。お酒も好き
で、ビールの晩酌をしています。
今<後はどのように >
まだ引っ越したばかりで、早く生活を軌
道にのせ、高台の皆さんとも仲良くして
いきたいと思います。妻は子どもを連れ
て、２号公園や４号公園にいますので、声
をかけていただければと思います。

さくら会館７月度清掃を５Ｂと６Ｂの１
６名で行いました。次回８月度は８日（土
役員会の日）１０時からで、７Ｂと８Ｂが
当番で、リーダは芦田さんです。６月度の
さくら会館の部屋利用は１５回でした。

入<居・入会 >
２１Ｂ ４・８・６ 衣川 元貴 さん
訃< 報 >
３Ｂ ２・７・１０ 小出 ヨシ さん
享年 ９７歳

