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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   2020年１月（No｡306） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  明けましておめでとうございます。 

昨年はつつじが丘自治会での行事などに、たくさんの会員の参加があり、盛況に終わりまし 

たことをお礼申し上げます。 

つつじが丘は高齢化が進み、65歳以上の高齢者が40％になっています。一人で生活してい 

る方も多くなっています。 

誰かに応援してもらおうではなく、出来ることをする。出来ない場合は遠慮なく援助を求め 

るという、お互いの協力で地域を守っていくという考えで行きたいと思います。 

今年もつつじが丘全体で、子ども・障がい者・高齢者も含めたみんなで、もっと楽しく暮ら 

  しやすいつつじが丘になりますよう、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

１．餅つき大会の報告 
   １２月１５日（日）１０：00～１１：30 つつじが丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 

   ☆もち米は、250kg用意しました、なお3kgの寄贈がありました。 

餅米洗いの日はよく晴れ、30 人ぐらいの人たちが 1 時間ほどで済ませました。 

もちつき大会の日も朝からよく晴れ絶好の餅つき大会日和でした。 

6 時３０分頃には 20 人以上の人が準備をし、７時 45 分頃からつき始めて 

１１時４５分頃にはつき終わりました。 

今年も、10 時前から子どもたちの行列ができていたため 10 分早く配布を始 

めました。おもち券と交換した人は、704 人でつつじクラブは 172 人でした。 

お手伝いをしていただいた人は、190 名を超える人数でした。ご協力ありがとう

ございました。 

 今年の問題点は、おもち券を色用紙にしたため特に問題はありませんでしたが、 

小さなお子さんが親の食べるおもちをもらいに来るということがありました。 

子供には食べさせてやりたいのですが親の分はありませんのでご協力ください。 

また、トーホーを始めショッピングセンターの皆さん、ビレジのみなさん、 

トーホー・ショッピングセンターをご利用のみなさんには朝早くからご迷惑を 

おかけしました。これからもご協力をお願いします。 

 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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２． とんどまつり・総合防災訓練 

1月13日（月）にとんどまつりと総合防災訓練をセットで行います。 

   多数の参加をお願いします。 

 

         1月13日（月）  9:00～10:30  とんどまつり 上穂公園 

         1月13日（月）10:00～10:30 総合防災訓練 上穂公園 

             10:30～    炊き出し（豚汁）保存食試食 

 

①天ぷら火災の実験（消防署） 

      ②水消火器による消火訓練（防コミ） 

      ③豚汁・保存食の試食（福祉部・ふれまち） 

 

     ※ 総合防災訓練の終了後、豚汁や保存食料の試食も行います。なお、数に限りがありま 

すのでなくなり次第終了します。 

     ※ 総合防災訓練には、皆さんの参加をお願いします。支部長さん、本部役員の方は全員 

ご参加ください。 

  ※ 雨天中止（小雨は実施します） 

 ※ 中止の場合は、しめ縄などは他の神社などへお納め下さい。 

 

 

３．神戸市「シェイクアウト訓練」について 
 

     今年度も神戸市では南海トラフ巨大地震に備え、「シェイクアウト訓練」を実施します。 

それは、その場で『3つの安全行動』、「まず低く」・「頭を守り」・「動かない」を１分間行 

う訓練です。 

 

 

 

 

 

  日 時  ２０２０年1月１７日（金）１０：００から1分間 

内 容  メールなどでのお知らせはありませんので、その場で『3つの安全行動』、 

「まず低く」・「頭を守り」・「動かない」を１分間各自で実践する。 

 

４．子供会からのお知らせ 

（1）公園掃除 

12月8日(日)大人5人子供2人の参加がありました。 

ご協力ありがとうございました。 

      次回の公園掃除は１月１２日（日）９：３０からです。 
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（2）囲碁将棋教室 

12月14日（土）  囲碁0名・将棋5名 

＜今後の予定＞ 

       1月11日（土）・25日（土）午前１０：００～ ふれあいセンター2階 

 

（3）12月のセンター行事の報告 

☆お餅つき 

         12月15日（日）に自治会主催の餅つき大会が開催されました！ 

       お天気にも恵まれ、子供たちは地域の方が交代でついて下さった、つきたてのお餅を 

何度もおかわりしていました。きなこ、醤油、あんこ、大根おろしと４種類の味で、 

１番人気は、きな粉でした♪ 

今年も大勢の子供たちが来てくれたにもかかわ 

らず、あまり待たせずにお餅を配ることが出来まし 

た。 

つきたてのお餅を何度も割り込みで取らせて下 

さった支部長さんや班長さん、ありがとうございま 

した！そして、この日の為に準備して下さった役員 

の皆様、朝早くからお手伝いして下さった皆様、本当にありがとうございました。 

 

（4）冬まつり ＆ ふうせんバレー 

      日 時 ： ２月２日（日） 午前１０：００～１５：３０ 

場 所 ： 小学校体育館 

持ち物 ： お椀・お皿・お箸・お茶・上履き・靴を入れる袋・おにぎり(必要な人) 

内 容 ： 風船を使ったバレーボール大会・昔遊びいろいろ（お正月遊び）。 

※ 簡単なルールなので、小さいお子さんから、大人まで一緒に楽しく遊べます♪  

ぜひ皆さんご参加下さい。 

※ ２年生以下は、保護者同伴でお越し下さい。 

※ 豚汁・軽食なども用意しています。 

 

５．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 ： １月２４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） 
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６．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 

１月１１日（土）    １１：００～１２：００  小学校の畑と花壇 

 

つつじが丘読書の会（はちみつ）  新規メンバー募集しています！！ 

課題図書を読んでいてもいなくても、興味のある方は覗いて見てください。 

毎月、第一土曜日に活動をします。      代表者   上野 敬子 

１月はありません。 

２月１日（第一・土） １４：００～１６：００   市民図書室

  

親子で自然素材の「工作と自然教室」(低学年の親子対象) 

日 時   ２月 １日（土）  

場 所   つつじが丘小学校クラブハウス 

指 導   日下部
く さ か べ

 秀夫
ひ で お

氏（つつじが丘小学校見守り隊） 

後日、小学校にて申込用紙を配布します。詳細はその用紙でご確認ください。 

 

（つつじっ子わくわくタイム） 

 

本事業では、小学校の施設を活用して地域の方々の参画のもと、小学生の放課後等の安全 

安心な活動場所作りを勧めています。 

2学期は9月3日から12月24日までの計15回を無事に実施することができました。 

今学期は平均57人（のべ850人）の児童が約7人の安全指導員の見守りの下、楽しい

時間を過ごすことができました。 

12月17日にはクリスマス会を開催しました。今回はお母さん指導員のピアノ伴奏で 

手話を交えたクリスマスソングを歌うことができました。指導員に手話の先生がいるため、 

11月からの練習の成果です。ご協力ありがとうございました。 

3学期は1月14日からのスタートで4時30分下校となります。楽しみにしていてく 

ださい。 

 

代表世話人 中田尚美 
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（スポーツクラブ） 

   バレーボールで遊ぼう会のお知らせ 

 

     寒さ厳しい折ですが小学生の皆さん(1〜6年生男女）バレーボールしてみませんか？ 

    練習日もありますで安心して参加頂けます。 

     下記の日時で開催致します。 

      日 時  2020年 1月25日（土）  午前９時３０分〜 

      会 場  つつじが丘小学校体育館 

      持ち物  運動のできる服装、体育館シューズ、飲み物、あればぞうきん1枚 

      練習日  １月11日（土）、18日（土）  ９時３０分〜 

      申し込み方法 

☆学校からの申し込み配布予定です。 

こちらからも申しこんでいただけます 

★部員の方を通じ て申し込み 

★練習日に体育館にお越しいただく 

★メールにてお申込み              

               脇田まで 

■2020年1月18日(土）までお申込み受付中です（お土産用意致します） 

皆様のご参加お待ちしております。 

 

７．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  １月２２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  

  

各地区担当 民生委員児童委員 

  １・２丁目      石飛 久美子 

  ３・４丁目東    小林 兼一郎 

  ４西・５丁目    𠮷本 純美 

  ６・７丁目       中田 尚美 

  主任児童委員     吉原 安紀 
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８．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

・１月 ６日（月） 喫茶ほっこり 集会所１０：００ １００円 手作り菓子あり 

・１月１６日（木） グランパの城（男の料理教室） 集会所９：３０～  

３００円 お米１合 献立：豆腐づくし 

・２月 ３日（月） 喫茶ほっこり 集会所１０：００ １００円 手作り菓子あり 

            話に花が咲いています！ 

・２月 ６日（木） 集会所 ９：００～ ＤＶＤ鑑賞会（あれもこれも） 

            同上 １１：３０開店 カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

   ２月から、第１木曜日にＤＶＤ鑑賞会とカレーの店を開店します。 

  カレーの店は、３人一組で（店長兼皿洗い）運営します。 

スタッフ募集中、１年に１回くらい自慢の、我が家の、好きなカレー 

  の味を披露しませんか？先着３０名位３００～４００円で販売予定で 

す！ 

 

９．アルゼンチンアリの対策について 

     今年も暖冬で、アルゼンチンアリの活動が続いているようです。ひどいところは液体の 

薬剤がありますので、まいていただいてもいいと思いますのでご連絡ください。 

公の場所だけですのでよろしくおねがいします。３月からの取り組みの協力をお願いし 

ます。 

 近年のプラスチックごみの問題で新しい容器が考えられているようですが、開発された 

ら試してほしいとのお願いが来ています。そのときはご協力をお願いします。 

また、繁殖状況の調査もする予定ですのでこれも協力をお願いします。 

 

10．気をつけましょう 

 （1）空き巣に気をつけましょう 

      7丁目で空き巣がありました。昼間です。２階の窓が鍵がかけられ

ていなかった所を見つけて入ったようです。 

つつじが丘では今まででも空き巣に入られたとの情報はありまし

たが、いつも昼間です。買い物に行くときには、隣近所にお願いし

た上で必ず戸締まりをしてお出かけください。 

 

 （２）子供の公園での遊びに気をつけましょう 

      近頃、公園の砂場で落とし穴を作る遊びが広がっています。１５cmぐらいの直径で 

２５ｃｍほどの深さです。その中に枯れ葉を入れてありました。 

上穂公園やつつじが丘南公園で見かけました。砂場では小さい子が遊んでいるため非 

常に危険です。 

３歳ぐらいの子が落ちて転んで、枠のコンクリートに顔をぶつけそうになっていたと 

の報告も受けています。 

特に上穂公園は小さい子供しか使っていません。 

穴を掘っても自分がその場を離れるときは埋めておくような子供になってほしいので

すが、ご家庭でも注意をしていただければと思います。 
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 （３）年末年始に未回収のごみが越年しました 

      数個所のごみステーションに未収集のごみが越年してしまいました。 

     これは時間を守らないで放置した為です。毎年収集時間を守るようにお願いしています 

が、残念なことです。 

 きれいな状態で新年を迎えたいものです。 

 

11．年始のごみ等の収集について 

 

（１）燃えるごみ…………………………………………………1月 ７日（火） 

（２）缶・びん・ペットボトル…………………市内全域  1月 ８日（水） 

（３）容器包装プラスチック……………………………………1月 ６日（月） 

（４）燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶…………1月１６日（木） 

（５）新聞、雑誌、ｱﾙﾐ缶、ﾎﾞﾛ、ダンボール、牛乳パックの集団資源回収 

     １～４丁目……………………………………１月１５日（水）（1月１日の回収なし） 

     ５～７丁目……………………………………１月 ９日（木） 

   

 ごみ出しは、朝５：００から８：００です。 

また、収集時間は特に年始は交通事情で早くなったり、遅れたりする場合があります。 

５：００～８：００の時間を必ずお守りください。 

もし残っていたら、自分が出したごみかどうかを確かめて、お持ち帰りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つつじが丘の公園や道路をきれいに利用しましょう！！ 

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（2020年１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。

★ 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 

★衛星放送を視聴するためのアップコンバーターは、つつじが丘でしか使えません。 

つつじが丘以外に転居する場合は、CATV管理運営組合にご寄贈をお願いします。 

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     １月 １５日（水）  生ゴミ置き場 

   ダンボール、牛乳パックの廃品回収            ２月 ５日（水）      〃 

                               ５～７丁目 １月 ９・２３日（木）      〃 

                             ２月１３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     １月 ７日（火）より 生ゴミ置き場 

                      ２月 ４日（火）   〃 

☆ 燃えないゴミ（ｶ゙ 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      １月１６日（木）   荒ゴミ置き場 

                           ２月 ６日（木）     〃 

☆ 缶･ｶ゙ ﾗｽ瓶・ﾍ゚ ｯﾄﾎ゙ ﾄﾙ 

   毎週水曜日              １月 ８・１５・２２・２９日（水）   荒ゴミ置き場 

                               ２月 ５日（水）      〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日             １月 ６・１３・２０・２７日（月）  荒ゴミ置き場 

２月 ３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）                   １月１２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。 


