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つつつつじじがが丘丘自自治治会会ニニュューースス   2019年10月（No｡303） 

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

 

１．つつじが丘総合防災避難訓練に参加しよう 

（1）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 

     ９月８日（日）つつじが丘小学校の体育館で住民説明会・講習会が行われ約１００人 

が参加されました。 

 11月9日（土）は避難するときや、役員も車はご遠慮ください。 

 

（2）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時３０分から 

      場 所 つつじが丘自治会集会所 

      内 容 訓練のシュミレーションを行います。 

 

２． つつじが丘文化祭のお知らせ 

１０月27日（日） 

目的  地域の文化交流と向上 

主催  つつじが丘文化祭実行委員会 

（つつじが丘自治会・つつじが丘ふれあいのまちづくり 

協議会・つつじが丘小学校施設開放運営委員会） 

第一会場  自治会集会所（１丁目） 

時間  ９：００から１６：００（作品説明は１０時からです） 

内容  華道、クレイクラフト（粘土）、さをり織り、古布創作、トールペイント、 

俳句、モラ、絵手紙、帆船、リボン、キルト、袋物、エプロン 

第二会場  つつじが丘小学校体育館フロアー 

時間  １３：００から１６：００ごろ 

※ 第2会場の毎年行われている、和太鼓ふくだ、小学生・先生の作品展示、環境局ワー 

クショップ、つつじクイズビンゴゲーム、自然素材の展示、スパーボールすくい、自然 

素材の木工作品展、つつじが丘写真館（道端写真委員会）展示ほかはおこないます。 

    ※ 第2会場で地域の方の出演について、募集をしたいと思います。10月6日（日）まで 

に、新谷さんまで連絡をお願いします。 

※ 内容については同じ内容の演技を避けたいと思いますので、2つ以上の希望が出た場 

合は相談して1つにしていただきます。もし、相談をしていただいて絞れず2つが申し 

込まれた場合は2つともお断りする場合がありますので、ご理解ください。 

これはできるだけ広範囲に発表していただくためですので、ご了承をお願いします。 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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3．「神戸市認知症サポーター養成講座」・「認知症声かけ訓練」について 

     桃山台あんしんすこやかセンターと協議し、センター・自治会・ふれまちが協力し 

て「神戸市認知症サポーター講座」を行い、その後声かけ運動を行います。 

つつじが丘の８０歳以上の方が350人を超えていますし、一人暮らしの方も増加 

傾向にあります。 

つつじが丘では「認知症にならない」「認知症の方との関わり方」など幅広く学習 

し、対応のできる地域であってほしいと思います。そのための養成講座ですのでたく 

さんの方の参加をお願いします。 

講座の後、そのまま「認知症声かけ訓練」を実施します。 

つつじが丘でも一人暮らしや、認知症の人が増加しています。 

今年から毎年同じ要領で行いますので各支部5名以上の参加を毎年参加できる体 

制を作っていただきたいと思います。 

10月20日（日）の役員会に参加者の報告をお願いします。支部長さん本部役員 

さんはできるだけ参加をお願いします。 

      主催 桃山台あんしんすこやかセンター・自治会・ふれまち 

      日時 2019年11月13日（水）14：00～15：30 

（受付13：45） 

引き続き 認知症声かけ訓練15：30～17：00 

      場所 つつじが丘自治会集会所 

      内容 認知症サポーター養成講座Ａコース 

         ・認知症とは？ ・認知症の方への接し方 等についての講義 

 

４．赤い羽根共同募金へのご協力と自治会費集金のお願い 
 

    １０月１日～１２月３１日の間、恵まれない方々や 

地域福祉の向上のため全国的募金運動が行われます。 

   当自治会もこの主旨に賛同し毎年住民の方々に 

ご協力いただいております。本年もよろしくお願いいたします。 

   なお、各戸の募金額は各自の判断でお願いします。 

   大口募金のご協力いただいております皆様もご協力をお願いし 

ます。 

     募金額の報告は１２月自治会ニュースでお知らせします。 

 

  ☆１０月中に、各支部長さんや班長さんが「自治会後期会費 

（１２００円）」の集金を兼ねてお願いに伺いますのでご協力のほどお願いいたします。 
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５． 敬老の日について 

（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～ 自治会集会所で敬老の集いがありました。 

約80名の参加がありました。今年は垂水区長が来られ挨拶をしていただきました。 

コーラス・手話コーラス・紙芝居・ビンゴなどがあり、みなさん 

     が楽しみながら過ごしました。 

（２）敬老の日の記念品（自治会） 

     9月初旬に、支部長さん・班長さんを通じてお渡ししました。 

     今年は４丁目で、１００歳を超えた人の届けがありましたので、 

記念品と金一封を贈りました。 

 

６．つつじが丘夏祭りの報告 

     ８月24日（土）１７時～２１時（４丁目つつじが丘公園）でありました。 

     夏祭りの会計報告の明細を記載します。 
収入 支出 

科目 金額 科目 金額 
賛助金 
前売り券 
当日券 
現金売り 
 
 
 
 
 
 

   ５９0,０００ 
   ７１8,９２０ 
   ４９７,３００ 

   ３４,７２０ 
 
 
 
 
 
 

レンタル費用他 
食材・材料費 
氷・ＬＰガス 
商品券印刷費 
トレー他 
本部・手伝い用おにぎり 
飲み物等 
ゴミ処理代 
その他雑費 
 

85,0108 
850,642 

60,100 
22,896 
25,565 
87,097 

 
     ０ 
  18,584 

 
合 計  １,８４０,９４０ 合 計 1,914,992 

                                             差し引き利益       －74,052 
 
   今年は 74，052 円の赤字でした。ご協力ありがとうございました。  
   今年度は、レンタルに不手際があり値引きしてもらったことによる支出の減  

少、当日券の減少による収入の減少を総合して昨年より利益は減少しました。 

   来年度以降も、同じような状況が続けば何らかの方法を考えなくてはならなくなっていま 

  す。 

今年は 23 日の未明の雨が、朝に少し残りましたが、9 時頃には実施にゴーサイン 

   を出しました。ただ、開始頃にパラッと雨が落ち、途中でもパラッとありましたが、継 

   続して実施するには、影響はありませんでした。 

スタッフのみなさんは水分補給をしながら頑張りました。 

開始時刻の 17 時には公園いっぱいの人出がありました。今年も盆踊りやソーラン 

   を１８時30分から始めました。子どもたちも喜んで参加してくれました。子供会の 

役員さんも多数参加していただき、踊りが盛り上がっていました。 

ソーランでは森先生を中心に子どもたちがたくさん参加しました。 

垂水区からは区長・まちづくり課長などの方に参加していただきました。 

つつじが丘小学校・桃山台中学校からは、校長先生・教頭先生をはじめたくさんの 

先生に参加していただきました。桃山台中学校の生徒が当日の夜店の協力をしてくれま

した。今年は、ベルマーク委員会の参加もありました。 
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    ゴルフの会の男性陣が見廻り、ごみ拾いのほかに、踊りの輪の確保のため、お店の行列を 

何度も整理して下さいました。 

今年はそれぞれのお店も順調で8時45分に終了を宣言し成功裏に終わりました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

7．子供会からのお知らせ 

（1）囲碁・将棋教室 

9月14日（土） 囲碁0人 将棋6人 

※ 9月28日(土)は運動会のためお休みでした。    

10月の予定  

日 時：10月12日・26日（土）10時～11時 

        場 所：ふれあいセンター2階 

 

（2）公園掃除 

9月8日（日）は、子供3人、大人7人                     

      次回は10月13日（日）9時30分～（雨天中止）です。 

     場 所：つつじが丘公園   

 

（3）秋のバス旅行（しごとツーリズムバス）について   

     ☆日時・・・・10月5日(土) ※雨天決行 

            午前8時45分 新集会所集合、午前9時出発 

      17時頃帰着予定  

     ☆行先・・・・ウェルネスパーク五色、淡路島陶芸館 

     ☆参加対象・・小学4年生以上 

     ☆参加費・・・2,200円 

   ＊ 9月に応募は締め切りました。当日の飛び入り参加は出来ませんのでご了承ください。 

 

（4）みんなであそぼう！ ふれあいカーニバル2019 in ハロウィン    

     １０月1日より、チケットを配布しております。配布開始で先着100名様です。 

★ ハロウィンイベントになっているので、お友達と一緒に仮装してぜひ遊びに来てくだ 

 さいね！チケットをお忘れなく！（無料で楽しめます。） 

 

日 時：10月19日（土）10時30分～12時30分 

       場 所：桃山台地域福祉センター（児童館の建物） 

       持ち物：チケット、水筒、くつ袋 

内 容：＜あそびでふれあい＞ 10：30～  

・ハロウィンゲーム・ガチャガチャ 

・フェイスペイント 

           ＜つどってふれあい＞ 11：30～  

            ・職員出し物・ビンゴ大会 

            ・『かばうま』〜うたってあそぼう〜 

 

★校区外ですので、必ず保護者の方が付き添っていただきますようにお願いします。 
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（5）１１月のセンター行事予定 

11月30日（土）に子供映画会「カンフーパンダ１」を予定しています。 

11月の子供会回覧にて募集致します。（事前申し込みが必要です） 

☆上映場所は 自治会集会所（１丁目）です。お楽しみに！！ 

 

8．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」 

        日時 ： １０月２５日（金）１２：００～ 

        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） 

 

９．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

・１０月７日（月）喫茶ほっこり 

 １０：００～ １００円 手作り菓子あり。おしゃべりに 

花が咲いています！ 

・１０月１７日（木）グランパの城 

 ９：３０～集会所 ３００円 蕎麦打ち体験 

・１０月２１日（月）区老連主催の楽しい集い  

舞子ビラあじさいホール １３：３０～ 入場制限有り 

・１０月２６日（土）市老連主催の長寿祭ウォークラリー   

しあわせの村 １０：００～ 参加自由 

・１０月２８日（月）親睦旅行 

 京都・伊根・天の橋立方面 

・１０月２９日（火）区老連主催のボウリング大会 

 ジュームス山 ９：００～ 

・９月１８日（水）シニアクラブボウリング大会を開催しました 

      何十年振りと言う人もいて、和気あいあいの楽しい集いになりました。 

        優勝 冨川修さん（５丁目） 

２位 髙田進さん（７丁目） 

３位 神谷和憲さん（２丁目） 

・１１月４日（月）の喫茶ほっこりは休日の為休みです 

・１１月３日（日）ハロウィン行事 子供達と一緒に遊びます  

旧集会所 ⇒ つつじが丘公園 
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10．民生委員児童委員からのお知らせ 

「笑顔の広場」 

１０月の「笑顔の広場」はDVD映画鑑賞会を行います。 

秋のひと時をお楽しみ下さい。 多数のご来場をお待ちしております。 

 

作 品 ： 「フォルトゥナの瞳」 

監 督 ：   三木孝浩 

          出 演 ：   神木隆之介、有村架純、志尊淳、ＤＡＩＧＯ、 

斉藤由貴、時任三郎 他 

          寿命が迫った人間が透けて見える「瞳」未来を誓い合った 

最愛の人がある日突然透け始めた・・・ 

        （神戸市内や、つつじが丘公園でも撮影された作品です。） 

   

日 時 ： １０月２３日（第4水曜日）  １０：００～１２：００  

                    ※１０時には上映開始いたします。 

          場 所 ： つつじが丘自治会集会所  （１丁目） 

 

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丁目西・５丁目    𠮷本 純美 

６・７丁目       井村 由美子 

主任児童委員      中田 尚美 

 

11．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 

１０月１２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） 

１０月 ５日（第一・土） １４：００～１６：００   市民図書室 

１１月 ２日（第一・土） １４：００～１６：００   市民図書室 

 

12．CATV管理運営組合のお知らせ 

この度、「テレビ共同受信施設」の更新業務を下記の要領で実施いたします。 

現在のところ、問題なくテレビをご視聴いただいていますが、施設を維持していく上で、 

現在設置されている機器を順次新しい機器に交換し、施設を正常に管理しております。 

     つきましては、機器交換作業中はテレビ番組が映らなくなりますが、テレビの故障では 

ありませんので、ご注意くださいますよう、ご協力をお願いします。 
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大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

      工事日  ： 10月23日（水） 

      工事時間 :   午前10時00分～16時30分頃まで 

      工事場所 ： つつじが丘2丁目12 

             つつじが丘4丁目2～7 

             つつじが丘5丁目全域・6丁目全域・7丁目全域 

             名谷町 

     ※ 住戸内での作業はありません。 

※ 雨天の場合は、翌日の同時間帯に順延いたします。 

※ ビデオ等での録画（予約時間）も同様に映像が途切れますので、恐れ入りますが、 

工事日には録画は控えてください。 

     ※ テレビの電源スイッチを切る（offにする）必要や電源コンセントを抜いていただく 

必要はありません。 

 

13．気をつけましょう 

 （1）ビールやジュースなどのアルミ缶は集団資源回収の日に出してください 

アルミ缶が缶・ビン・ペットボトルの日に出される方がたくさんいます。 

アルミ缶・古布などは集団資源回収の日に出してください。 

10月から新聞紙・雑紙・段ボールは1ｋｇ5円から3円に下がりますが、その他は 

従来通りです。大切な自治会の収入になりますので、ご協力ください。 

 

（２）ゴミの収集のためのルールを守りましょう 

       ごみ収集のステーションにゴミを出す時間はすべて５：００～８：００です。 

       回収された後に男の方が出されていたので注意したら、「うるさい」と 

言いながら放置したことが、役員会で報告されました。 

皆さんの協力できれいに使っていますので、ルールを守ってください。 

 

14．お知らせ 

 （1）サッカーゴールの寄贈がありました 

      サッカーゴールに傷んだところがあり、対策を考えていたところ、つつじが丘在住の 

Ｋ氏から「サッカーでお世話になった」とアルミ製のサッカーゴールを自治会に寄贈し 

ていただきました。10月19日（土）には届くようです。大切に使いたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

 （2）1丁目の集会所前の駐車場に３台の空きが出ました。 

      自治会集会所前の駐車場の利用を考えている方は、自治会役員まで連絡ください。 

 

 

 

 

 

つつじが丘の公園や道路をきれいに利用しましょう！！ 
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広報紙作成者：自治会長 小寺俊彦（2019年10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 １０月 ２・１６日（水）  生ゴミ置き場 

   ダンボール、牛乳パックの資源回収           １１月 ６日（水）      〃 

                              ５～７丁目 １０月１０・２４日（木）      〃 

                             １１月１４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  １０月 ３・１７日（木）   荒ゴミ置き場 

                            １１月 ７日（木）    〃 

☆ 缶･ガラス瓶・ペットボトル 

   毎週水曜日         １０月 ２・９・１６・２３・３０日（水）    荒ゴミ置き場 

                             １１月 ６日（水）      〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日             １０月 ７・１４・２１・２８日（月）  荒ゴミ置き場 

１１月 ４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）                    １０月 １３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 


