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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2月（No.307） 

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

 

1．来年度の役員選考について 

    来年度の役員を選出する時期が近づいてきました。 

２月の役員会で選出方法を協議した上で、３月の自治会ニュースに役員選出班や方法につ 

いて掲載しますのでよろしくお願いします。 

高齢化などで難しい班もあるでしょうが、なんとか班の中で協議し決定していただきた 

   いと思います。 

2月に選出される支部もあるようですが、選出方法は昨年とほとんど変わりませんので、

支部長さんの指示に従って進めてください。 

 

2．ＡＥＤ＆救命（体験）講習会について   

つつじが丘ふれあいのまちづくり協議会主催のＡＥＤ（自動体外除細動器）と救命講習 

会が、次の通り開催されますのでご参加下さい。自治会集会所に配置してあるAEDと同じ 

型ですので、自治会役員の方、地域の方になれていただきたいと思います。 

使わないに越したことはないのですが、もしもの時のために使い方や、みなさんの協力 

の仕方などを知っておいていただきたいと思います。 

多数の参加をお願いします。 

 

日時 ： ２月１７日（月）１３：３０～ 

場所 ： つつじが丘地域福祉センター（ふれあいセンター） 

     講師 ： （株）ＭＥ サイエンス 花岡氏 

 

3． とんどまつり・総合防災訓練について 

（１）とんどまつりについて 
      1月13日（月）８時頃から準備を始めました。つつじが丘シニアクラブの人たちに 

協力していただきました。９時前から次々と飾りを持ってくる人がいました。 

今年は風もなく良い天気でした。みなさんにとっては必要な行事だと思いました。 

 

 （２）防災訓練について 

         防災訓練を1月13日（月）１０時頃から始めました。90名

を超える人たちが参加しました。子供も参加してくれました。 

今年は「天ぷら火災実験」「水消火器訓練」を中心に行いまし

     た。 

消防署からは ①家庭で使いやすい消火器やその扱い方等も話していただきました。 

保存食の試食は出来るだけ種類を増やしました。豚汁も食べていただきました。 

福祉部には豚汁、ふれまち・生活文化部には保存食の準備をしていただきました。 

ありがとうございました。 

 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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４．餅つき大会について 
      1月号で報告しましたが、天気もよくあたたかい餅つき大会になりました。 

２５０ｋｇの餅をつきました。今年は３kgの餅米の寄贈もありました。ありがとうござ 

いました。 

1月の役員会でも反省を行いましたが、今年はよかったという意見がほとんどでした

が、子どもの食べ放題や各スタッフへの餅の配布など来年度に向けて改善をしていきた

いと思います。キャップや手袋については、破れやすいとか、大きさが合わないなどの

意見があったようですが、破れないものはありませんので、色つきの手袋で混ざらない

ように気をつけていきます。また大きさは２種類用意し、ゴムなどで止めていくように

したいと思います。工夫をしながらキャップや手袋は、これからも続けていきます。 

皆さんのおかげで成功裏に終わりました。ご協力ありがとうございました。 

 

５．生活文化部からのお知らせ 

  （報告） 

     １２月２７日（金）自治会集会所で１０時～１２時にワークショップ（手づくりあれこ 

れ）を開催しました。参加は子ども１９人・大人１５人でした。 

６人の講師が６か所のスペースで手づくりのワークショップを開店しました。 

講師が一方的に指導してものをつくる形ではなく、受講する側がどういうものが好きか 

一つずつ選んでいって、講師の知識やアドバイスを受けつつ、自分だけのオリジナルの作 

品を完成させる形です。それだけに子どもにとっては愛着のある自分だけのものとなり、 

楽しかったようです。そして、例えば２歳４歳の小さいお子さんに対しても、丁寧に説明 

し対応される講師の皆さんのお姿は、流石にプロだなあと感心しました。 

今後も地域の方の気軽な学びの場所、夢中になれるもの探しの場所として年に３回ぐら 

いの開催を検討しています。 

今回は女の子向けのものが多かったようですが、次回からは男の子や大人も楽しめる 

ワークショップも開催したいと思います。 

※ ワークショップ・・・体験学習や共同作業という意味。参加者自らが体験し合える双方 

 向の学びです。 

 

６．子供会からのお知らせ 

（１）公園掃除   

      1月12日（日）大人5人、子供1人の参加がありました。 

     ご協力ありがとうございました。 

 ※ 次回は2月9日（日）午前9：30からです。（雨天中止） 

（２）囲碁、将棋 

1月11日（土）囲碁1人 将棋7人 

1月25日（土）囲碁1人 将棋3人 の参加がありました。 

※ 次回は2月8日（土）・22日（土）です。 

時間：午前10：00～ 

場所：ふれあいセンター2階 

      なお、3月、第19回 囲碁将棋大会を予定しています。 
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（３）今後のセンター行事 

『インターネットの正しい利用方法〜防犯・ネット犯罪講習会〜』 

       講 師：兵庫県警察本部サイバー犯罪防犯センター巡査部長 

       日 時：3月14日（土） 午後1時30分〜 

       場 所：新集会所 

     ※ 詳しくは、掲示ポスター、小学校からプリントを配布します。 

 

『６年生を送る会』 

       日 時：3月21日（土） 

       場 所：新集会所 

※ 詳しくは、後日6年生にプリントを配布します。 

 

『みんなで作ってみんなで食べよう』 

       日 時：3月28日(土） 

      午 後：12時から 

       場 所：ふれあいセンター１階 

※ 詳しくは子供会だより3月号でお知らせします。お楽しみに♪ 

 

７．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 ： ２月２８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） 

 

 

８．小学校施設開放運営委員会からのお知らせ 

   今年度の小学校施設開放運営委員会の臨時総会を次のように行います。 

スポーツクラブ           ２月１５日（土） １３：３０～ 

    地域貢献事業            ２月１５日（土） １３：３０～ 

 小学校施設開放運営委員会臨時総会  ２月１５日（土） １４：３０～１５：３０ 
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（地域貢献事業） 

     花と野菜づくり 

２月８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 

 

２月１日（第１・土） １４：００～１６：００   市民図書室 

３月７日（第１・土） １４：００～１６：００   市民図書室 

 

（スポーツクラブ） 

サッカー部からのお知らせ 

     新入部員説明会と体験会 

       2月16日(日) 10時～11時に小学校のクラブハウスにて新入部員説明会と体験 

会を行います。 

       対象は、幼稚園の新年長から小学６年生までの男の子＆女の子です。 

       サッカーに興味があるお子様をお持ちの保護者の方はお気軽に説明会にご参加くだ 

さい。 

       お子様は運動場で体験、保護者の方はクラブハウスで、サッカー部の行事等の説明 

をします。近隣の、名谷小・下畑台小の方も受け付けています。 

       沢山の方のご参加をお待ちしております。 

       尚、見学や体験は随時受け付けています。 

       問合せ先： サッカー部三木まで（080-5327-3282） 

 

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  ２月２６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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10．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

・新サークル誕生、２月から第１木曜日、於：１丁目集会所 

初回２月６日（木）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）」 

               毎回、店長・皿洗いが交代します。３００～４００円です。 

どうぞお越しください！予定は３０食！ 

・新サークル誕生、３月は試行し４月から第２月曜日、於：１丁目集会所 

      初回３月９日（月）１０：３０～ 「吹き矢とダーツ」が、始まります！ 

                 どんなんかなと一度覗きに来てください。 

・新サークル誕生、４月から第３水曜日。於：１丁目集会所 

 初回４月１５日（水）９：００～ 「ばあばあの知恵袋（目からうろこ）」 

   毎日の生活の中で、食べたり飲んだりしています。 

           ふと、これってどう作るのかなと思ったことはあり

           ませんか？ 

            みそ・梅干し・らっきょう・ロールケーキ・ヨモ

          ギもち等、知恵を出し合って一緒に作ってみません

          か？ 

・３月２９日（日）１０：３０～ ふれあいセンターで、昨年好評でありました。 

「中国楽器・二胡」を聞く会を開催します。ぜひ、聴き 

に来てください！ 

・シニアクラブは楽しいサークルがたくさんあります。 

まだ、会員になっておられない方は、新年度には是非会員になってください。 

年会費１，０００円です！ 

 

11．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。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願いします。３月からの取り組みのご協力をお願いし 

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ちらもご協力をお願いします。 

 

12．つつじが丘親睦ゴルフ会からのお知らせ 

2020年度第１回つつじが丘親睦ゴルフ会コンペ（通算19回目）を行います。 

非会員の方で参加ご希望の方は、下記の幹事までお問い合わせ願います。 

・日時  4月6日 月曜日 

・会場  明石ゴルフ倶楽部 

・費用  プレー費 ８，２５０円（セルフ・昼食込） 

＋参加費 １，０００円（軽食代・経緯費） 

・お問い合わせ先  吉原秀樹（4丁目） 
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13．気をつけましょう 

 （１）犬などのペットの散歩の時は気をつけましょう 

      大型犬の散歩で大きな糞をしたのを放置する人がいます。散歩は獣医さんの話では、 

散歩は糞などをさせるためではなく健康維持のためですから、家で糞などをさせて散歩 

に出かけてください。また、糞をした場合は、必ずきれいに処理をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２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 ２月  ５・１９日（水）  生ゴミ置き場 

   ダンボール、牛乳パックの廃品回収            ３月 ４日（水）      〃 

                               ５～７丁目 ２月１３・２７日（木）      〃 

                             ３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 

                      ３月 ３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    ２月 ６・２０日（木）   荒ゴミ置き場 

                            ３月 ５日（木）     〃 

☆ 缶･ｶ゙ ﾗｽ瓶・ﾍ゚ ｯﾄﾎ゙ ﾄﾙ 

   毎週水曜日              ２月 ５・１２・１９・２６日（水）   荒ゴミ置き場 

                               ３月 ４日（水）      〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日             ２月 ３・１０・１７・２４日（月）  荒ゴミ置き場 

３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）                   ２月 ９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。 


