春の「公園除草」を、５月２７日（日）９
時３０分から行います。小雨決行で荒天
時は６月３日（日）に延期です。
高台自治会が市からの委託を受けて毎年
春秋の２回行っているもの
です。各ブロックの担当と
リーダーは下表のようにな
っています。それぞれの公
園に直接お集まりください。
ごみ袋・軍手・鎌を準備し
ています。
また「ゴミゼロ運動」も同じ日に行います。
公園除草の終わった１１時ごろから近く
の道路の清掃を行います。 ↗

担当の公園の近くのバス
通りを中心に、道路・歩
道・側溝などの掃除をお
願いします。毎年道路や
歩道に余りごみは落ちて
いませんので、時間はか
からないと思います。

多くの皆さんの参加で、
高台の環境を美しく保っ
ていきたいと思います。

今年は第２６代継体天皇が弟国の地に都
が行われます。先着３００名 申込み不要
を遷してちょうど１５００年になります。
無料です。
日本書紀に「継体十二年春三月丙辰朔甲
子、遷都弟國」とあり、西暦５１８年の３ 「ガイドの会」行事
月９日、当時弟国と呼ばれた長岡の地に遷 観光で訪れる皆さんに長岡の名所旧跡を
都します。継体の宮殿がどこにあったかに 案内する「ＮＰＯ法人 長岡京ふるさとガ
ついては、本居宣長の古事記伝に「井乃内 イド会」でも、記念行事を考えています。
村、今里村の辺なり」と記されています。 継体天皇は福井から大和に入る２０年間
弟国宮が長岡のどこかは、文献はこれ以外 淀川水系を樟葉宮・筒城宮と遷宮し、最後
にないため、発掘や古伝にたよるしかない に弟国宮に遷ります。前２者の推定地には
のですが、現在は井ノ内にある論社（式内 碑や説明板が建てられて
社に準ずる社）
「角宮神社（すみのみや）
」 いますが、弟国宮はそう
付近と考えられています。
したものがなく、この機
会にガイドの会で推定地
「弟国宮遷都１５００年」行事
遷都１５００年を受けて、市主催の記念シ の角宮神社境内に建立を
ンポジウムが、６月２日（土）１３時から 考えています。広く市民
ＪＲ長岡京駅前のバンビオ３階メインホ の皆さんから浄財をいた
ールで開かれます。ここでは弟国宮につい だくため、１口５００円
ての基調演説やパネルディスカッション ↗の募金活動をしています。
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１８Ｂ 三橋 康夫さん

高台に住んで４０年（東京に
５回、長崎にも一度転勤し、
１５年間は不在でした）にな
ります。清潔で穏やかな環境
に満足しています。高台で育
った娘と息子は独立し、今は妻と二人の
生活です。

少年時代は模型グライダー、学生時代は
トランジスタラジオ、真空管テレビの組
み立てに熱中しました。当時はテレビの
黎明期で、ご家庭のテレビの
真空管はよくきれました。簡
単に直る割にはお礼が多く良
いアルバイトとなりました。
その延長線のまま社会に出て、
現役時代４０才後半まではＶＴＲの設計、
５０才代のバブル崩壊時は構造改革と電
気業界一筋の人生でした。今は時代が変
わり、自動車・医療が牽引する世の中とな
り少々複雑な気持ちです。

昨年、私は後期高齢者の仲間入りし、また
心臓に持病があるため、病院とコスパ（歩
くのみ）通いが日課の１つです。体調の好
不調が激しい上、妻も不調で遠出も少な
くなりました。体を動かすための庭いじ
りと頭の老化防止の為に年甲斐もなくＡ
Ｉ（人工知能）の勉強にチャレンジし、時
どき現役の人達と議論しています。
これまで子供会・自治会活動は全て妻ま
かせでしたが、一昨年ブロック委員を初
めて経験し高台の方々と親しくなること
ができました。又役員の方々のご苦労が
よくわかりました。

今月はありません

５月度さくら会館清掃を、２・１Ｂと２・
２Ｂの１５名で行いました。次回は６月
９日（土 役員会の日）１０時からで、当
番は３Ｂと４Ｂ、リーダーは片瀬さんで
す。４月度さくら会館の部屋利用は１９
回でした。

高台の周辺をよくウオーキングしており
ますので見かけたら声をかけてください。
これからも宜しくお願い致します。

日本で最初のトラ
ンジスタラジオ

総合窓口
954-7496
会員329 世帯

〈アルミ缶の出し方〉毎月第３水曜日に玄
関先にお出しいただく、また溜まり次第
さくら会館にお持ちいただ
くアルミ缶ですが、つぶし
方（圧縮）が不十分の場合

高
♦台の下を流れる小泉川の金ヶ原橋付
近は、初夏になると源氏ボタルが乱舞する
名所でした。しかし河川改修によりホタル
の棲家が少なくなったため、西代里山公園
にホタル専用の水路が作られました。ホタ
ルの幼虫の餌になるカワニナが放たれ、ホ
タルの名所になりました。
ホタル観賞会が、６月１５日
（金）から２日間、公園の管
理棟下付近で行われます。な
お金ヶ原橋付近でもホタルは
観られるとのことです。
五
♦小校区全体の団体として長五小コミュ
ニティがあり、防災訓練、夏祭り、友好祭、
研修会などを主催しています。その総会が
５月２２日（火）午後７時から長五小のクラ
ブハウス２階であり、総括と新年度の計画
が審議されます。多数ご参加ください。

源氏ボタル

中西
担当
B
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が見受けられます。できる
バ
❖ス通りの道路改修工事と街路樹
だけつぶしていただくよう
植え替え工事が進んでいます。現在
お願いします。
は２丁目の第１区画（全部で６４０
ｍ６区画）の縁石と側溝を作る工事
〈さくら会館の清掃〉毎月第２土曜日にブ
が終了し、マンホー
ロックを決めてさくら会館の清掃をお願
ルのかさ上げと街路
いしていますが、その時会館内部だけで
樹を植える枡を作る工事
なく、会館周りも掃除いただくようお願
をしていて、これが終わ
いします。
れば道路舗装をするとの
〈さくら会館のゴミ〉さくら会館でサーク
ことです。
ル活動などで出たごみ類は、会館に残さ
工事中通行に十分ご注意
ずお持ち帰りいただき、各家庭で処分い
ください。
ただきますようお願いします。
「
❖緑の募金」は身近な地域や国内外の森
３
❖０年度上半期の自治会会費を、ブロ
づくりのために使われます。災害復興支
ック委員が５月末までに集金にお伺いし
援やふるさとの森林再生、また国際貢献
ます。お渡しいただき領収書をお受取り
で植林促進などにも使われます。この募
金に自治会費から５千円を拠出しました。 ください。

遷都 1500 年の のぼり

「パソコン無料相談室」
を、５月２８日（月）９時
から１２時まで、さくら会
館で行います。各自のご要
望の内容で行います。出入
り自由、無料です。

高台（２～４丁目）の年齢別男女別人口です。ここ 3 年間の高
台人口は、996 人から 986 人に僅かに減少しています。その
中で、75 歳以上の後期高齢者が 228 人から 255 人と 27 人
増加する一方、65 歳以上の高齢者全体では逆に 409 人から
401 人に 8 人減少しています。また３０才代と１０才未満が
ともに増加しており、若い世代の転入も多くなっています。

第４８回「ふれあいサロン
（映画会）
」は、５月２８日
（月）１３時３０分からで、
今回は黒沢明監督の昭和 21
年作品「わが青春に悔なし」
です。滝川事件、ゾルゲ事件
をベースにしており、時代に
翻弄されながらも懸命に闘お
うとする一人の女性の姿を描
いています。原節子、志村
喬、大河内傳次郎 など往年
の名優が出演しています。
映画鑑賞後飲酒・喫茶で歓談
します。初めての方、話し好
きの方、仲間を作りたい方な
どなど、お
集まりくだ
さい。参加
自由、無料。

寺 田
リーダー

H30 年５月号

高台子供会主催の恒例
先
❖日の役員会で出た質問について、皆
「竹の子掘り」が、５
さんにも関係することについて回答を掲
月６日湯川さん所有の
載します。
金ヶ原大谷の竹林で行
〈薬剤散布の安全性〉５月１０日に高台の
なわれ、児童３９名と
桜に散布した病害虫対策の薬剤は、セルコ
保護者が参加しました。当
ートアグリで、その成分は食材にも使われ
日は天気もよく竹の子掘り
ているもので、人畜には全く無害です。 ↗ を堪能しました。

アルミ缶

杉 森

わが味の
柘榴に 這す
しらみかな
一茶
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敬称略
緑地公園含む
竹の子掘りでの集合写真

昨年の 2 号公園の除草
工事が進むバス通り
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