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つつじが丘自治会ニュース   2019 年８月（No｡301） 

                       つつじが丘自治会ホームページ http://www.tutujigaoka-kobe. jp 

１．つつじが丘夏まつり 
    開催日時：８月 24 日（土）17 時～21 時《小雨決行、雨天 8 月 25 日（日）順延》 

    場  所：４丁目つつじが丘公園 

夜店担当： 

       １丁目  焼きそば          ６丁目    綿菓子 

       ２丁目  ヨーヨーすくい      ７丁目    お好み焼 

       ３丁目 ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙすくい        サッカー部   おもちゃ 

       ４丁目 おでん            中学校    ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ、焼き鳥 

       ５丁目 ｼﾞｭｰｽ､ﾋﾞｰﾙ､ｱｲｽｸﾘｰﾑ     高校生有志  ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ 

                        若者有志     豚まん、中華ちまき  

          生活文化部 夜店手伝いなど 

       子供会   当日券販売、放送、その他 

       踊り 有志 

高校生・若者集まれ！！ 

     ８月２４日（土）、「つつじが丘夏祭り」  に高校生の夜店「ポップコーン」、 

 若者たちの店「豚まん、中華ちまき」の店開きをします。 

       当日手伝ってくれる人を募集します。 

    学年、性別問いません。誰でも気軽に参加して下さい。 

   ８月２４日（土）、午後４時、つつじが丘公園に集合して下さい。 

 

① 商品券販売   

    ・前売り券販売の回覧を6月16日から7月13日に行いました。 

     前売り券の申し込みは終わっていますが、7月28日（日） 

以降に班長さんが前売り券を持って集金に伺がいます。 

    ・商品券は、前売り券（１２０円）、当日券（１５０円）と 

なっています。 

    ・当日券の販売は当日１７時からです。 

    ・前売り券・当日券は、必ず祭りの日に使い切るようにしてください。来年は使えませ 

ん。 

② 夜店のお手伝いは各丁目班長さん（今年度）にお願いします。 

    ・前後期の班長さんのご協力をお願いします。また、班長さんでなくてもお手伝いでき 

    る人は支部長さんにご連絡下さい。暑い中ご苦労様ですが宜しくご協力下さい。 

    ・支部長さんから本部に報告された方にはお手伝い券等（券3枚＋おにぎり１個＋お茶） 

をお渡しします。 

    ③ 食中毒防止対策のため必要に応じて手袋、消毒液等万全の衛生体制で取り組みます。 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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   ※ 昨年の夏祭りでも終わった後、公園内やつつじが丘ショッピングセンター内で、なか 

なか家に帰らない少年たちがいました。各家庭でも夏祭りが終わった後は早く帰宅す 

るようにお話し下さい。今年も警察の方でも見廻りしてくれます。 

   ※ 子どもたちも参加しやすいように18時から盆踊りを始めています。たくさんの方の参 

加をお願いします。 

 ※ 今年も夏祭り会場であるつつじが丘公園周辺を禁煙とします。昨年もたくさんの人が 

参加していただきましたが、近年どこのイベントでも禁煙が当然のようになっていま 

す。ご協力をお願いします。 

   ※ おもちゃのおつり券は廃止します｡少額のおもちゃは現金で購入をお願いします｡ 

他のコーナーでは現金は利用できません。 

   ※ 盲導犬や介助犬以外のペットは会場内に入れないようにお願いします。 

地域の皆さんの楽しみでもありますので、ご協力をお願いします。 

 ※ お持ち帰りのためなどのビニール袋は用意できませんので、各自ご用意下さい。 

経費の削減にご協力下さい。 

 ※ 会場やその周辺の警備をしていただく方を募集しています。参加していただく方は、 

自治会役員に連絡してください。 

※ これからの予定 

・８月１８日（日）8:00～ つつじが丘公園の草抜 

     ・２１日（水）または２２日（木）から リース業者による準備 

 

2．つつじが丘総合防災避難訓練に参加しよう 

     つつじが丘防災避難訓練が行われます。 

       日時 2019年11月9日（土）9:00開始 閉会式12:00 

       場所 各支部の一時避難場所（公園）からつつじが丘小学校 

       内容 震度7体験・煙体験・ＡＥＤ体験・避難所体験・消防音楽隊による演奏等 

     その前に住民説明会・講習会と、各つつじが丘の団体や自治会役員・後期班長等によ 

る研修会を行います。 

住民説明会・講習会 

日時 2019年9月8日（日）10:00～12:00 

場所 つつじが丘小学校体育館 

      シート引きや椅子並べがありますので、役員の方は8:30頃に体育館に集まってくだ

さい。 

      各団体役員（後期班長を含む）の研修会（役員会の後） 

        日時 2019年10月20日（日）10:30から 

        場所 つつじが丘自治会集会所 
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3． 敬老の日について 

     自治会・ふれあいのまちづくり協議会では敬老の日に合わせて次のような取り組み 

    をしています。敬老のつどいはふれあいのまちづくり協議会、記念品は自治会という 

ようにつつじが丘全体でお祝いしています。 

 

（１）敬老のつどい（ふれあいのまちづくり協議会主催） 

          9月１３日（金）１３：３０～ 自治会集会所 

 

（２）敬老の日の記念品（自治会） 

① 2019年４月１日～2020年３月３１日の間に７０才・７５才・８０才・８５才 

  ・90才以上になられる方が該当します。7月の末から回覧を回しますのでご希望 

の方は記入をお願いします。 

② 今年から100歳以上の方には年齢を書いていただきたいと思います。 

      （90才以上でない方は5年に1回です。お間違えにならないようにお願いします。） 

 

4．生活文化部からのお知らせ  

     文化祭が近づいてきました。地域の文化的交流の場として、例年通りご協力をお願い 

します。第一会場（自治会集会所）と第2 会場（つつじが丘小学校体育館）です。 

      第一会場 

        日時 2019 年 10 月27 日（日）10:00～16:00（開場は 9:00 です） 

        場所 自治会集会所 

      ※ 第一会場の出展者の打ち合わせは 9 月 10 日（火）10:00 からです。 

個人・サークルの代表に方は出席をお願いします。第 2 回目は 10 月 8 日（火） 

に予定をしています。 

 

5．子供会からのお知らせ 

（1）囲碁・将棋教室 

7 月13 日（土）囲碁1 人 将棋6 人   

※8 月はお休みです。 

※次回は9 月14 日（土）です 

 

（２）公園掃除について 

      7 月14 日（日）につつじが丘公園掃除を行いました。 

     大人6 名、子供3 名参加して頂きました。 

      ご協力ありがとうございました。 

      次回は夏祭りの翌日8 月25 日（日）です。 

 ※子供会役員は全員参加になります。 
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（３）みんなで踊ろう」について 

      7 月12 日（金）15：40～16：40 につつじが丘小学校体育館にて「みんなで踊ろ 

う」を開催しました。子供117 名（未就学児含む）、大人11 名（先生含む）、子供会 

役員7 名の参加がありました。 

      高学年が集まるのを待っている間に、宿題をするように声かけをして、役員は、本読 

み聞いて回りました。皆が揃ってからは森先生指導の下、「つつじが丘ソーラン」「ロッ 

クドンパン節」「あしたがあるさ」を汗だくになりながら元気に踊り、「どっこいしょ！ 

どっこいしょ！」「ソーラン！ソーラン！」の掛け声が体育館中に響き渡っていました。 

今年度は、運動会で「つつじが丘ソーラン」が踊れないことを伝えると子供達も一生 

懸命踊っていました。中には、運動会で踊れないことを残念がる子供達もいました。 

最後は6 年生と担任の先生が舞台に上がり、森先生と一緒になって皆のお手本となっ 

て立派に踊ってみせてくれました。炎天下の暑い体育館の中でこまめに水分を取りなが 

ら踊り切った後には「青少協」さんよりご褒美のアイスをいただきました。 

今年の夏祭り本番でも沢山の子供たちが踊りの輪に参加してくれる事を期待しています。 

 

（４）のびのびプールについて 

      7 月6 日（土）からのびのびプールを開催致しました。未就学児6 人、保護者8

人、一般3 人、小学生342 人が参加してくれました。 

 今年度は、お天気も曇りの日が多く、水温は25℃～26℃、気温27℃～31℃で、 

陽ざしがあまりなく、5 分の休憩時間には風も吹き子供達も震える状態でした。 

また、雨で中止になった日が出たので、7 月21 日（日）予備日も開催することと 

なりました。開催ができた日には沢山の方々に利用していただき、事故なく無事に終え 

ることができました。 

今年度のプールの指導が厳しいというお声も聞きましたが、私達指導員も、未就学児 

～小学生全学年の命を預かっているという真剣な気持ちで当番に当たっており、危険な 

行為を行う子供たちには厳しい態度で接することも多少あったと思います。高学年と未 

就学児では体格も違います。「これぐらい」と思う行為が事故につながることもありま 

す。 

保護者の方にはご理解、ご協力をお願い致します。また、今後ものびのびプールを楽し 

く安全に続けて行く為には、子供だけでなく大人もルールをしっかり守る事が必要であ 

ると感じています。 

プール開放実施にあたり、ご協力くださった全ての方に、心より感謝申し上げます。 

（５）ラジオ体操について 

      7 月22 日（月）～7 月26 日（金）各丁目の公園等で朝7 時から行いました。 

早朝にも関わらず沢山の子供達が参加してくれました。 

体操後、夏祭りの踊りの練習もしたので、夏祭りで楽しく踊って下さいね！ 

     各丁目公園周辺の皆様には早朝からお騒がせしましたが、おかげさまで今回も開催する 

ことができました。ご協力ありがとうございました。 

      なお、参加してくれた子供達には皆勤賞や参加賞を用意しております。また後日にお 

配り致します。 

＊上穂公園で、毎朝ラジオ体操を6 時30 分からしています！！ 

 7 月29 日からはつつじが丘シニアクラブの皆さんとラジオ体操をしましょう。 

ラジオ体操の歌を歌う所から参加してみませんか？最後まで参加すると何かいい事が 

あるかもしれません♪ 



 

- 5 - 

6．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

      自治会では給配食サービスから配食をやめ、会食を中心とした給食にしています。 

少しでも外に出ていただく目的ですから多くの方の参加をお願いします。 

       

     ★ 一人暮らし・高齢者給食サービス 「ふれあい給食会」 

        8 月は中止です。次回は9 月27 日（金）にあります。 

        対象者： ６５歳以上の一人暮らしの方、８０歳以上の方で会食に参加できる方 

※ 参加ご希望の方はご連絡下さい 

※ 申し込み・問い合わせ：当日集会所にお越し下さい。 

（又は当日集会所へ☎７０９－２３４６） 

7．小学校開放運営委員会からのお知らせ 

 （地域貢献事業） 

     花と野菜づくり 

８月１７日（土）   １３：３０～１５：００  小学校の畑と花壇 

つつじが丘読書の会（はちみつ） 

８月 ３日（第一・土） １４：００～１６：００   市民図書室 

９月 ７日（第一・土） １４：００～１６：００   市民図書室 

（スポーツクラブ） 

大会の報告 

        卓球大会の報告  

        ７月１４日（日）午後 つつじが丘小学校体育館にて地域スポーツクラブ主催、 

卓球大会を行いました。今年も桃山台中学校の卓球部から１４人が参加してくれま 

した。一般の方は２１名で合計３５名の参加者がありました。 

        高齢者が孫の年齢に当たる中学生とフルセットの試合があったり、中学生同士の 

迫力あるプレーや言動で元気をもらいました。 

        優勝は中３香川勇・中３田中、志水・中村チームでした。 

 

（つつじっ子わくわくタイム） 

本事業では、つつじが丘小学校の施設を活用して地域の方々の協力のもと、毎週火 

曜日の放課後（長期休業日は除く）に小学生の安全・安心な活動場所作りを勧めてい 

ます。 

1 学期は5 月14 日からスタートし、7 月16 日までの計10 回を無事に終える 

      ことができました。ご協力ありがとうございました。 

本年度は94 人の登録があり、のべ657 人（平均66 人）の子どもたちが 

平均8 人の安全指導員の見守りのもと楽しい時間を過ごすことができました。 

月に1 回だけですが、「論語素読会」の皆さんのご協力で、お帰りまでの10 分程 

度の時間を使って、子どもたちに論語のお話をしていただいています。 

また同じく月1 回手話の先生に簡単な手話を教えていただいています。今後も継続 
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予定です。 

特別行事として6 月には「卓球教室」で地域の方にお世話になり楽しく卓球に親し 

むことができました。7 月には1 万個のカプラ（長方形の積み木）のワークショップ 

で大型の作品作りをしました。その時の様子はつつじが丘HP わくわくタイムでご覧 

いただけます。 

2 学期は9 月3 日からのスタートとなります。「3B 体操」「クリスマス会」の特別 

行事も企画しています。登録の皆さんは楽しみにしていてください。 

子供たちの溌剌とした様子を是非保護者の方にも見ていただきたいと思います。 

いつでもお気軽にご参観ください。 

代表世話人 中田尚美 

 

8．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

（１）喫茶ほっこり 

８月５日（月）１０：００～ 集会所 １００円 

 手作り菓子あり。おしゃべりに花が咲いています！ 

（２）輪投げ大会 

８月６日（火）９：００～ 上穂公園 

子供会と輪投げ大会をします。終了後、スイカを一緒に食べます。 

（３）ハイキング、グランパの城は休みです。 

（４）ボウリング大会 

９月１８日（水） 

ボウリング大会申込受付け中、〆切８／６。 

（５）秋の旅行 

１０月２８日（月） 

秋の旅行、伊根・天橋立方面へ申込受付け中、〆切８／６。 

（６）雑巾用タオルの提供有難うございました。 

     ９月には雑巾を持って小学校へ行きます。 

 

9．民生委員児童委員からのお知らせ 

「笑顔の広場」 

    福祉関係全般の相談をお受けいたします。桃山台あんしんすこやかセンターから地域支え 

合い推進員も加わり情報の提供をいたします。 

また主任児童委員は、子育ての相談もお受けしております。  

お気軽にお立ち寄りください。 

※ なお、小さなお子様がおられるご家庭や、外出困難な方のご相談には訪問もいたしており 

ます。 

 

日 時  ８月２８日（第4 水曜日） １０：００～１２：００ 

場 所   つつじが丘ふれあいセンター 
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各地区担当 民生委員児童委員 

     １・２丁目     山田 良江 

     ３・４丁目東  小林 兼一郎 

        ４西・５丁目  吉本 純美 

        ６・７丁目   井村 由美子 

        主任児童委員  中田 尚美 

 

10．子ども見守り隊の募集について 

つつじが丘小学校では平成１８年度より、つつじが丘クラブを中心に地域の方々が、 

児童の安全確保に向けて、ボランティアで１年生の下校時に「見守り隊」の活動を行っ 

てくださっています。つつじが丘ならではの活動に、職員一同深く感謝しています。 

現在は、１０名ほどの方に下記の下校時刻に学校の玄関ホールに集まっていただき、 

子供たちが下校するときに一緒に帰宅していただいております。おかげさまで、大きな 

事故もなく、安心して下校することができています。 

しかし、近年、つつじが丘近辺にも不審者や事故などが見かけられます。子供たちの 

安全のため、１人でも多くご協力いただけると大変有難いです。 

Ａそこで、１年生の下校に付き添いをしていただける保護者の方・地域の方を募集 

しています。ご都合のつく日の下校時刻に学校へ来ていただき、ご自分の地区の１年生 

と楽しくふれあいながら、ご自宅まで帰っていただきます。曜日を決めて活動するとや 

りやすいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂまた、毎日ではなく１週間に１日だけでも構いません。一緒に下校するのではな 

く、近所の交差点や横断歩道などに、立っていただく見守り活動も募集しておりま 

す。 

活動内容は、以下のようなことです。 

都合のよい日に、子供の下校時刻に合わせ、黄色の腕章を着用し、安全棒を持って以 

下のいずれかの場所に立ち、子供たちを見守る。 

 

１、７丁目へ向かう歩道橋の北あたり 

２、小川の橋の北側の６丁目交差点あたり 

３、トーホー前交差点あたり 

４、つつじが丘南公園北の横断歩道あたり 

 

【１年生の下校時刻】 

 ・月曜日、（火曜日）、金曜日・・・・・２時５０分（１年生） 

 ・水曜日・・・・・・・・・・・・・２時３５分（１年生） 

 ・木曜日・・・・・・・・・・・・・２時５０分（１年生） 

行事予定、時刻の変更については、毎月発行の学校だよりと共にお知らせします。 

※5月途中から火曜日は活動がありません。また、個別懇談や始業式・終業式・ 

運動会等の行事の時も活動がありません。 
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学校に集まる方、交差点などに立つ方のどちらの活動でも結構ですので、ご都合のつ 

く日に、「子供見守り隊」に参加いただける方は、下記までご連絡ください。 

ご質問等お気軽にお問い合わせください。      

つつじが丘小学校 教頭 中野 

 

   ※ 下校途中の事故については、保護者と学校で責任を持って対処することになっていま 

す。 

見守り隊の方々は途中事故などがないように注意喚起の声かけをお願いします。 

※ ご家庭におかれましては、子供たちの下校時間帯に玄関先や家の近くまで出迎えていた 

だくだけでも、不審者への抑止力となって安全確保につながります。何卒ご協力をよろし 

くお願いいたします。（見守り隊の方々が児童一人一人を家まで送り届けるものではな 

く、家の付近まで歩きながら帰ってくださるという意味です。） 

 

11．お願い 

      中学校では、ベルマークを集めていますが、他にテトラマークも集めています。 

     パックの飲み物にマークが付いています。パックを開いて束にしてお出しください。 

      別紙、回覧板を参考にしてください。 

 

12．気をつけましょう 

 （1）ペットの散歩はマナーを守りましょう 

   ① リードは必ずつける 

大型犬のリードを外して散歩をしている人がいます。おとなしいといっても急に 

人にかみついてしまうケースが報告されています。必ずリードはつけて散歩してくだ 

さい。 

   ② 糞は必ず持ち帰る 

       糞をした後、後始末をしないで放置する人がいます。必ず持ち帰りましょう。 

 

 （２）たばこのポイ捨てをやめましょう 

      須磨多聞線・ローソンから４丁目までのバス通り・各公園にたばこのポイ捨てが 

たくさん見られます。罰則はありませんが、神戸市では条例で禁止しています。 

 子供たちも見ていますので、マナーは守りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つつじが丘の公園や道路をきれいに利用しましょう！！ 

犬の糞・お菓子の袋や食べかす・タバコの吸い殻などは、必ず自分で持ち 

帰るという習慣をつけましょう 

神戸市では「ぽい捨ての禁止と路上喫煙をしない」が条例で規定されています。 
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広報紙作成者：自治会長 小寺俊彦（2019年８月１日） 

     班長さんへ：自治会ﾆｭｰｽの配布は、必ず各戸に戸別配布（ﾎﾟｽﾄに投函）して下さい。 

今月のゴミ収集・廃品回収・公園清掃 

☆ 新聞、雑誌、ｱﾙﾐ缶、古着、古布  １～４丁目  8月 ７・２１日（水）  生ゴミ置き場 

   ダンボール、牛乳パックの廃品回収            ９月 ４日（水）      〃 

                               ５～７丁目 ８月 ８・２２日（木）      〃 

                              ９月１２日（木）      〃 

    廃品回収は、自治会の収益事業ですのでたくさん出して下さい 

☆ 燃えるごみ                    毎週火曜日・金曜日   生ゴミ置き場 

☆ 燃えないゴミ（ガラス類、陶器類）、（小型の家電製品、小型の金属類） 

ｶｾｯﾄﾎ゙ ﾝﾍ゙ 、ｽﾌ゚ ﾚー 缶    毎月第１・３木曜日    ８月 １・１５日（木）  荒ゴミ置き場 

                              ９月 ５日（木）    〃 

☆ 缶･ガラス瓶・ペットボトル 

   毎週水曜日             ８月 ７・１４・２１・２８日（水）   荒ゴミ置き場 

                               ９月 ４日（水）      〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日             ８月 ５・１２・１９・２６日（月）  荒ゴミ置き場 

９月 ２日（月）     〃 

 それぞれ指定袋に入れられるものです。入らないものは大型ごみで有料です。 

★公園・道路清掃（自治会）                    ８月１１日（日）   ９時 

    ※ごみ出し時間は５：００～８：００です。必ず守って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

★ ＣＡＴＶ管理組合の入会・転居による退会、管理費収納、口座番号変更等の諸手続きの 

連絡は、       （連絡先）長谷川公子 

★ ご家庭のテレビ（つつじが丘ＣＡＴＶ）の写りが悪いときは 

        （連絡先） JATO電話番号  昼間        ０６－６３５１－２９３１ 

                        休日および夜間  ０６－６３１５－７９７７ 

★ 地デジ実施に伴う相談は 

            （相談先） 油谷 泰 

★ 宅内配線に問題がある場合は、つつじが丘ＣＡＴＶについて対応できる電気工事の店を 

確認していますので、必要な場合は問い合わせください。 

            （有）テクニカ、北舞子4丁目、 ０７８－７８１－７７６３ 

           パナショップヤマモト、名谷町、 ０７８－７０７－８１６２ 


