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平成２２年も残り少なくなりました。良い
一年だったでしょうか。来年はうさぎ年、
干支では辛卯（かのと う）
。うさぎのよう
にとび跳ねた一年とし、決して「うさぎと
亀」のように油断しないようにしたいもの
です。年末年始の予定をお知らせします。

●防犯ベルの一斉テスト
１２月１９日（日）正午に、防犯ベルの一
斉テストを行います。防犯ベルを付けてお
られるご家庭では、この機会に鳴らして正
常に働くことを確認ください。
●年末年始の護美収集
年末最終の護美収集は、１２月３１日（金）
です。また年始の収集は１月７日（金）か
らです（役所は４日（火）から始まります
が収集は７日からです）
。
＊毎年行っていました「元旦賀詞交歓会」
は、都合により今年は行いませんのでご留
意ください。

新年度の新役員の皆さんの募集を開始して
います。役員は「常任委員」と「ブロック
委員」があり、常任委員から互選で次の役
割を担当いただきます。
「四役」― 会長・副会長・会計・庶務
「専任委員」―スポレク・防犯防災・環境・
美化衛生・夏まつり・広報等の委員
「外郭団体役員」は、長岡京全体の防犯・
廃棄物減量・総合型地域スポーツクラブ・
少年補導等の各委員会の役員
自治会活動は“ボランティア制度”の中で
運営されています。一人ひとりの知恵と汗
で、自分が得意とする分野で、皆んなが楽
しく皆んなが親しくなるための活動を、担
当いただければと思います。自薦他薦を問
いません。近くの役員までにお申し出くだ
さい。
＊「ボランテイア」は、
「自発」
「無償」
「利
他」で行う慈善活動のことです。自治会活
動は、
「高齢化する高台住民全員のために
（利他）
」
、「各自が考えることを自分自身が
中心となって行動して（自発）
」
、
「ほとんど
報酬のないまま（無償）
」に行うことです。
社会の中心となっている会社組織は「命令
と報酬」が一体となって効率よく運営され
ますが、自治会ではそのどちらもありませ
ん。
「皆んなのためになろう」
「社会にこれ
までの恩返しをしよう」という気概が何よ
りも大切と思います。

［歴史を楽しむ会］
「高台歴史を楽しむ会」は平成１８年１０
月の発起人会に歴史の好きな２６人が集ま
りスタートしました。
原則月１回の開催で、
会員でもある梶先生の指導のもと気楽に楽
しんでいます。
現在会員４２人、家族会員を含めると６５
人となります。会費は月３００円、例会で
各地に行った際の交通費、入館料、昼食費
等は都度、実費を負担いただいています。
早いもので、今年で５年目に入りました。
いろんな所に行きました。東は福井県の一
乗谷朝倉屋敷跡、西は姫路城へと足を延ば
しています。４年間で５３回開催、延１４
３８人と多数の参加をいただいています。
楽しむ会を通じて知り合いが増え、日ごろ
の自治会活動にも貢献できていると思って

●「避難・防災訓練」
は、11 月 21 日 70 名が
参加して３号公園で行わ
れました。日ごろ経験する
ことのない「119 番」へ
の通話や消火器の使い方
などを体験しました。

●「日帰りバスツァー」
は、
11 月23 日参加者63
名バス２台で晩秋の若狭
路を楽しみました。後のア
ンケートでもほぼ全員の
方から、面白かった、良か
ったとの感想をいただい
ています。

●「年末大掃除」
は、12 月 11 日 33 名の
皆さんの参加で、さくら会
館の内外で日ごろ掃除す
ることの少ない部分を中
心に清掃しました。高台の
財産でもあるさくら会館
をこれからも美しくして
いきたいと思います。

います。
長岡京市や京都府は、
長い間日本の中心地
で歴史遺産の宝庫で
す。近隣の奈良・滋
賀にも多くの名所・
旧跡があります。こ
の恵まれた環境の地
でまだまだ行ってみ
たい所見てみたいも
のが数多くあります。
今後もますます発展
させ、また楽しく続
けていきたいと思い
ます。
「歴史の好きな人」
「高台の皆さんと
親睦を深めたい方」「歴史は知らないがただ
皆さんと歩くのが好きな人」「時間がたっぷ
りある方」などなど、気楽な会ですので、
お気楽に参加してみてください。入会希望
者は
桒原まで。

ここにあげた以外の写真が、ＨＰの
「高台ドットコム」
（http://www.taka-dai.com/）に
ありますのでご覧ください。

２丁目
高山美代子
５年前にも同じようなこと
があったのですが、またこ
の春、野良猫が赤ちゃんを
産みました。あちこち咥え
て動き回り、近所の皆さん
を困らせているうちに、親も子も弱ったの
でしょうかやがて子猫たちは居なくなりま
した。これでは可哀そうと、親を捕まえ前
と同じ医院で手術をして連れ帰り、檻を借
り餌を与えたところやっと元気を取り戻し
ました。また今回も前と同じようにそれ以
上の近所の皆さんからのカンパもいただき、
本当にありがとうございました。
母猫の子猫へのひたむきな愛情にほだされ、
同じ悲劇を繰りかえさないようにとしたこ
とです。しかし次に同じようなことがおき
ても、捕まえる時のストレスと見守るのに
必要な力を考えると、私にはもうできない
かなと思っています。
そしてもう一人近所にこんな方がおられま
す。隣家の方が引越しの際飼い犬の８歳の
ラブラドールを保健所へ連れていくとのこ
とを耳にされ、自宅には 匹飼っておられ
るのに、引き取られたのです。今までのひ
どい飼われ方と打ってかわり、すっかり人
懐こい賢い犬になりました。深い愛情に包
まれて暮らし１５年の一生を見守られまし
た。心打たれることで、大変感激していま
す。
そんなこんなで、近所の方々とすっかり仲
良く暖かいお付き合いが自然にできている
今日このごろです。

●「街路樹落葉清掃」は、11 月
14 日から水・日曜日の計７回、
バス通りのナンキハゼ落ち葉の
清掃を実施しました。
昨年に倍す
る延 180 人の皆さんの参加を
いただ
き、周
りの皆
さんか
らも感
謝の言
葉をい
ただいています。
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入会
２丁目１４・４（７Ｂ）
転居退会
２丁目８・９（４Ｂ）

尾仲 博 さん

江崎良太 さん
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【美化衛生】
●緑のサポータの皆さんが、市から提供を
受けた花と肥料で３号と５号公園を整備し
ました。今ビオラ・パンジー・アリッサム・
ノースポールなどが色とりどりの花を咲か
せています。チューリップの球根も植わっ
ていて春には見事な花が楽しめそうです。

高台には現在 362 所帯があり、約１千名の皆さん
がお住まいです。このうち 84％の 304 所帯が自
治会に入会されています。１から 21 までのブロッ
ク別の自治会入会率は上記グラフの通りです。

●年末特別警戒パトロール
１２月２８日（火）２９日（水）
、防犯・防
火のための恒例の年末パトロールを実施し
ます。年末は忙しさのために不注意の火事
や空き巣が多くなります。十分ご注意くだ
さい。パトロールは夜８時から皆さんの参
加を得て行いたいと思います。ご協力いた
だける方は集会場に８時までにお集まりく
ださい。

＊部会報告等＊
【スポレク】
●「長岡京市民マラソン大会」は、１月２
３日（日）午前１０時から１１時まで行わ
れます。スタートとゴールは光風台住宅前
で、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。昨年は
８００名を越える皆さんの参加がありまし
た。応援をお願いします。
【防犯防災】
●住宅用「火災警報器」は、来年５月３１
日までに各家庭に設置することが法律で決
められています。報知機は近くのホームセ
ンターなどで一個２～３千円で売られてい
ます。
「火災警報機は付いていますか。義務
化されました」といって高く売りつける訪
問販売が、今後増えることが予想されます
ので十分ご注意ください。

●「敬老昼食会」
は、11 月 27 日さくら会
館で48 名の参加で行われ
ました。それぞれから元気
な一言をいただき、おいし
い昼食を共にし親睦を深
め、大盛り上がりのうちに
終わることができました。

ふれあい都市
高台実践協議会
22年12月号
No 298
発行責任者
桒原千秋
会員304世帯
全 362世帯
ホームページは
高台ドットコム
自治会設立
昭和61年4月
手をつなごう
高台自治会で

0
4
7
6
4
5
9

<

>

