第５５回「きずなの会」が、２月１８
日（木）に中小路市長を囲んで「長岡
京のこれからー聞きたいこと・言いた
いことー」と題してあります。場所は
さくら会館、開始時刻はいつもと違っ
て１５時からです。
「環境」
「教育」
「町づくり」
「高齢化対策」
「子育て」
「認知症対
策」
「廃棄物」
「ＩＴシ
ステム」などなど、私
たちや高台に身近なこ
とについて、この機会
にお聞きください。質問大歓迎です。申込
不要・参加無料です。

２８年度に向けて組織改革を検討してい
ます。現在高齢化に対応する組織として、
「福祉部会」
「民生委員」
「ふれあいサロン
（高台安心見守り隊）
」
「きずなの会」
「た
かむろ会」があり、それぞれ敬老昼食会主
催・高齢者フォロー・映画会と懇談会・高
齢者への講演会・高齢者会合を行ってい
ます。
これらを総合的に組織化するため、福祉
部会を発展的に解消し「シニア部会（仮
称）
」の創設を考えています。ここでは民
生委員も参加して、ブロック委員をメン
バーとし、ふれあいサロン・きずなの会・
たかむろ会と連携をとりながら活動いた
だきます。
また現在ブロック委員が属す部会には、
「①美化衛生部会」
（主に公園除草、アル
ミ缶回収）
、
「②防犯防災部会」
（主に避難
訓練、年末夜回り）
、
「③福祉部会」
（主に
敬老昼食会、募金）
、
「④スポレク部会」
（主
に市民大運動会）
、
「広報部会」
（主に広報
物制作・取材）
、
「環境部会」
（開発計画の
あった場合に対応）などがあります。この
うち後二者は部員のいない部会ですが、
今後「④スポレク」も部員のいない部会と
してブロック委員の負荷を軽減したいと
思います。
いずれも案の段階で、最終的には４月の総
会で審議いただき決定したいと思います。
さくら会館２月度清掃を、１５Ｂと１
６Ｂの１３名で行いました。次回３月
度は１２日（土 役員会の日）１０時か
らで、当番は１７Ｂと１８Ｂでリーダ
ーは大﨑さんです。１月度さくら会館
の部屋利用は１４回でした。

２ 月

18 日(木) きずなの会

20 日(土) 宅地工事説明会

23 日(火) 有 害 鳥 獣捕 獲

29 日(月) ふれあいサロン (映画会)

３ 月

4 日(金)

長 岡 京 展(～ 6 日)

6 日(日)

友好祭

ながおかきょう福祉祭り

弟国宮と継体天皇講演会

12 日(土) 認知症学習会と健康体操

４丁目 川瀬裕子 さん

今月はありません。

い<つ頃高台に >
西向日にいたのですが主人
の定年を機に、緑豊かで交
通の便もいい高台に１９年
前に越してきました。高台に来てからは、
天木会長の時に主人が常任委員となって、
さくら会館建設などに携わっていました。
私自身もブロック委員を経験して、自治
会活動や地域のことがよく分かるように
なりました。
▼イノシシなどの有害鳥獣捕獲のための猟
ご<趣味は >
友会の発砲が、２月２３日（火）に天王山一 歌が好きで乙訓でも創立５５年と一番古
帯であります（雨天２４日）
。当該地には告
い向日市女声合唱団クールメールに属し
知看板が設置されていますので、入山時に
て、ソプラノを担当しています。父が謡曲
確認いただきご注意ください。
を教えていた関係で子どものころから能
▼第２４回「長岡京展」が３月４日（金）か
楽の世界に親しんでいました。娘も謡曲
ら３日間、バンビオ一番館２階と３階であ
ります。市民の日本画・洋画・書・写真・工 と仕舞をしていて、毎年東京の国立能楽
芸の力作が展示され、毎年高台の皆さんの 堂での公演を楽しみにしています。
作品も多く入賞しています（入賞された方
敬<老昼食会で公演いただいていますが >
は三原までお知らせください）
。
趣味の延長で２０年前に音楽療養を取り
▼第２回「ながおかきょう福祉まつり」が、 入れた訪問交流ボランティア「ブーフー
３月６日（日）１１時から１５時まで、産業 ウー京都」を立ち上げその代表を
文化会館であります。ステージ発表・模擬 しています。１３人の会員がいて、
店・バザーなどが行われます。
主に乙訓の病院や福祉施設を訪問
▼長岡京市特別歴史講演会「弟国宮と継体 してプロジェクターで映す「紙し
天皇」が、３月９日（水）１３時３０分から
ばい」や、皆んなで歌う歌の指導
中央公民館市民ホールであります。
講師は京産大名誉教授の井上満郎氏で、１ をしています。演目は日本昔話や
５００年前長岡京にあったとされる継体天 世界名作などで５０以上あり、会員は語
皇の都についてのお話しがあります。
りや楽器演奏がセミプロ級で、毎回喜ん
▼第３回「認知症学習会と健康体操」が、 でいただいています。高台の敬老昼食会
３月１２日（土）１３時３０分から特別養護 では毎年、紙しばいや懐かしの唄を歌う
老人ホーム第二天神の杜であります。認知 コンサートなどをしています。また光明
症ケア専門士土井輝子さんとボディセラピ 寺で月１回早朝に法話の会があるのです
スト西田博美さんが講師です。申込み不要、
が、そこで仏讃歌や季節の歌の歌唱指導
参加無料です。
もしています。
お陰様でこれらの活動で京都府知事や社
会福祉協議会などから表彰いただきまし
た。これからも地域の皆さんのご期待に
添えるようなボランティア活動を仲間と
共に元気にやり続けることが、私の生き
がいで一番の幸せと思っています。

日程一覧（詳細は本文中にあります）

9 日(水)

第 2４回「ふれあいサロン
（映画会）
」が、２月 2９日
（月、毎月最終月曜）１４時
からさくら会館であります。
テレビの普及していなかっ
た昔、ニュースは映画館で映
画の合間に上映されるニュ
ース映画で見ました。その懐
かしいニュース映画で、「も
はや戦後ではない」といわれ
た昭和３０・３１年を見たい
と思います。
楽しい修学旅行・終戦十年・
クイズ大流行・２つの歌声・
昭和天皇・力道山対ルーテー
ズなど、青春時代にみた懐か
しい映像が目の前に蘇り、し
ばしの時間旅行を楽しむこ
とができます。
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。

ブーフーウー京都

「どうにもこうに
もならん 春やけ
ど 梅の花だけは
咲いて けつかる」
大久保彦左衛門

大山崎円明寺宅地開発の円明寺地域
造成工事が行われていますが、臨時
の工事説明会が、２月２０日（土）１
７時からさくら会館であります。関
係者の方はお集まりいただき、直接業
者にご意見をお話し下さい。

ふれあいサロン（映画会）
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長岡京市にある５７自治会の中で、高台自
治会は活発な活動で知られます。他地域で
は役員は１年毎の順番制が多く、それら地
域の自治会長さんは異口同音に「一年毎の
順番制ではうまく行かない。常任委員制度
にすべきだ」といっておられます。高台が
円滑で活発な活動ができるのは、早くから
常任委員制度をとってきたためだと思っ
ています。
常任委員になれば、自治会活動にしばられ
てほかの事は何もできなくなるわけでは
ありません。現在の常任委員で、フルタイ
ムのお仕事をお持ちの方もいます。一年の
行事の中で自分のできる部分だけを担当
いただければ結構です。
ぜひ常任委員に立候補いただ
き、力をお貸しください。
（自治会会長 三原）

昨年は雨天で体育館で実施

現在平成２８年度の事業・体制づくりを
進めています。２２あるブロックを担当
いただく新「ブロック委員」はほぼ決まっ
ていますが、
「常任委員」が未定です。
常任委員は、部会などの担当やイベント
を担当していただきますが、新任の方は
無任所として、時間の許す範囲の活動で
結構です。
今年度ブロック委員の方やこれまでブロ
ック委員の経験の方は、自薦他薦を問い
ません、是非積極的に立候補をお願いし
ます。
高台の皆さんを、ボランティアの精神で
サポートしていただければと思います。
お問い合わせ立候補は三原（９５４・７４
９６）までお願いします。多くの皆さんの
参加をお待ちしています。

第２７回「友好祭」が、３月６日（日）
１０時から、長五小コミュニティ協
議会主催で長五小グランドと体育館
で行われます（雨天決行）
。
長五小音楽クラブや長四中吹奏楽部
の演奏、うどん・フランクフルト・焼いも
などの屋台、先生方の手作りコーナー、ダ
ーツや三輪車レースなどのスポーツコー
ナー、パソコンゲームコーナー、餅つき大
会などがあります。
豪華景品の当たる抽選
会もあり、割引の前売
券も発売しています。
詳細は全戸配布の長五
小コミュニティ協議会
ニュース１５号（２月
１５日付、広報長岡京
と同時配布）をご覧く
ださい。

中小路市長
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