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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6月（No.311） 

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

重 要  

   世界的に新型コロナウイルスの感染者が500万人を超えました。日本でも16,000人 

を超えています。死者もたくさん出ています。 

緊急事態宣言が全国でも5月25日解除されましたが、2次・3次感染は避けられない 

と言われています。 

地域福祉センター（ふれあいセンター）では、利用者には高齢者が多いことから特に条 

件が厳しくまだ利用できる状態になっていません。小学校開放事業・自治会の活動におい 

ても例外ではありません。 

基本は3密（密集・密接・密閉）にならないような活動をするということです。 

具体的には 

  ①人と人の感覚を2ｍ以上（最小1ｍ）を開ける 

  ②部屋の換気を良くする30分から1時間に一度は全開し換気する 

  ③向かい合う席を避ける（もし向かい合う場合は2ｍ以上開ける） 

  ④施設を利用したとき、触れた場所は必ず消毒する（トイレ・ドアノブ・机・椅子 

など使用した道具類） 

  ⑤必ずマスクは着用する 

  ⑥施設に行く場合は必ず熱を測り平熱から1℃上回る場合は自粛する 

     等を守る準備をし、神戸市から出される方針に合わせて利用できるようにしたいと思 

います。 

 従って、神戸市からの緩和方針出れば、利用者代表に条件を説明した後、順次条件 

を満たせたサークルから再開したいと思います。 

 

１．自治会・CATV管理運営管理組合定期総会のお知らせ 
     自治会・CATV管理運営組合定期総会を新型コロナウイルス感染症のため、5月24日 

に開票しました。 

その結果以下のようになりました。 

自治会              CATV管理運営組合 

会  員  数 1,603名     会  員  数 1,616名 

書面表決書総数 1,290名          書面表決書総数 1,276名 

（80.47％）                      （78.96％） 

承  認  数 1,257名     承  認  数 1,252名 

承認しない数     1名     承認しない数     3名 

白票・無効数    32名     白票・無効数    33名 

       

      以上の結果、自治会・CATV管理運営組合ともに可決されたことを報告します。 

       

※ 意見などは別紙で報告します。 

 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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2．子供会からのお知らせ 

引き続き、新型コロナウィルス感染拡大防止のためいくつか恒例行事を中止させていた 

だきました。 

※今後の行事も変更の可能性があります。 

 

５月２１日に、兵庫県の緊急事態宣言が解除され、学校・園の臨時休校は５月３１日ま 

で、６月１日から感染防止対策をしながら再開が決まりました。 

小学校は５月３１日までに２回ほど分散登校が決まり、久しぶりに登校する子供たちの 

元気な声が聞こえてきました。 

６月１日から２週間は慣らし期間、６月１５日から通常登校がはじまります。地域の皆 

様、これからもよろしくお願いいたします。 

 

（1）公園掃除 

5月10日（日）  雨天中止 

※ 地域の方で掃除に来てくださった方がおられました。ありがとうございました。 

 

次回は6月14日（日）9：30からです。ご参加お待ちしております♪ 

★引き続きのお願いです★  

マスクを付けましょう。短時間できれいに。隣の方と間隔を取りましょう。 

 

（2）春の登校見守りと挨拶運動について 

       毎年の子供会見守りは、今年度は行ないません。 

        今年度は、保護者の方が子供たちの登校を見守る形に変更しました。 

保護者の方のご協力をお願いすることになります。中でも１年生の保護者の方には、 

おうちの近くや、危険だと思われる箇所があれば出来るだけ見守っていただけるよう 

お願い致します。 

 

（3）囲碁・将棋教室 

     今年度は開催を中止させていただきます。 

    コロナにより、ふれあいセンター利用の規約・条件が厳しくなりました。 

    とても残念です。ご理解、ご了承くださいますようお願い致します 

 

（4）ラジオ体操 

        夏休みのラジオ体操は中止させていただきます。 

今年度、夏休みの期間が短縮になり日程が取りにくく、大人や子供たちが密になること 

が考えられることから中止にしました。 

 

（5）みんなで踊ろう！ 

７月１０日に予定していた、みんなで踊ろう！も中止とさせていただきます。 

毎年子供たちがたくさん集まって行われる楽しい行事ですが、体育館での開催は 

三密（密閉・密集・密説）の危険もあるため中止とさせていただきました。 
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3．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」 

         ★ 6月も中止します。 

        

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） 

 

         ※ 新型コロナウイルスの影響で7月以降も変更や中止の可能性があります。 

           3密（密集・密閉・密接）を避けるためには、今までのようなふれあい給 

食会はできません。どんな方法ができるかを協議した上で、皆さんに連絡し 

ます。 

 

 

4．小学校施設開放運営委員会からのお知らせ 

 小学校施設開放事業も、3密（密集・密閉・密接）を避けることが基本です。 

その上で使う道具・触ることがあるものすべての消毒をした上での使用となります。 

手などの消毒やマスク着用は当然のことになります。 

これらを守った上での活動になりますのでよろしくお願いします。 

 

（地域貢献事業） 

   花と野菜づくり 

6月は中止します。 

 

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。 

６月６日（第１・土）（中止）１４：００～１６：００   市民図書室 

７月４日（第１・土）    １４：００～１６：００   市民図書室 
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（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、小学校休業日を除く毎週 

火曜日の放課後に小学生の安全・安心な活動場所作りを勧めています。 

    令和2年度わくわくタイムの申し込み案内が新型コロナウイルスの影響で遅れています。 

学校が15日に再開されますが、実施環境が整った時点で案内配布を予定していますので、 

もうしばらくお待ちください。 

    楽しみに待っている子どもたちのために、指導員一同新年度の準備はできています。 

一日も早く日常を取り戻すことができるように、私たちも今できることをしていきたいと 

思います。 

代表世話人 中田尚美 

 

5．つつじが丘ふれあいのまちづくり協議会からのお知らせ 

     総会は5月30日（土）に書面表決で行い、各議案は承認されました。 

6月のセンターの活動は、神戸市からの指示を元に、推進委員会を開きサークル代 

    表者による会議を経て、3蜜（密集・密閉・密接）を守りながらの再開になります。 

従って6月の後半からの再開になります。ただ条件が厳しく各サークルで相談していた 

だいて、できるかどうかも含めて各サークルの代表と相談し、再開日程は代表を通じて連 

絡します。 

当番は問い合わせや等に対応するため、推進委員で6月は行いたいと思います。 

 

6．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

    6月1日現在、ラジオ体操を2ｍ以上の間隔を保って行っています。 

 

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。 

＊ 今月の笑顔の広場は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止といたします。 

来月以降の開催に関しては、自治会ニュース等でお知らせします。 

 

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．気をつけましょう 

 （１）国からの一人１０万円の給付についての詐欺増加について 

       警察からも、給付金を狙った詐欺が増加しているとの報告がありました。 

つつじが丘でも「区役所の職員」を名乗るものから電話があったとの報告が、 

２件ありました。給付について電話で区役所から銀行口座などを聞かれることはあり 

ません。欺されないよう気をつけてください。 

 給付金については、文書が各家庭に配達があり、郵送で手続きをすることになって 

います。 

 不審な電話はすぐ警察に相談してください。 

 

 （２）ペットの散歩について 

       新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、朝・昼・夜問わず犬の散歩をしている方 

が多く見られます。散歩はいいのですが、心ない方が公園や歩道・道路脇の草むらに 

糞をさせ放置することが、多くなりました。 

以前に比べてマナーが悪くなったように思いますので、改めてマナーの確認をお願 

いします。 

 

9．お願い 

 （1）アルミ缶は資源ごみです。 

      つつじが丘では、アルミ缶が缶・びん・ペットボトルの収集日に大量に出 

     されています。アルミ缶は資源回収の大きな柱です。ご協力をお願いします。 

 

 （2）ごみステーションの清掃について 

      新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次のことに気をつけてください。 

       ① 使用済みのマスクを出すときは、ビニール袋などに入れて燃えるごみの袋に入 

れてください。 

       ② ごみの収集が終わった後は、できるだけ早くきれいに掃除して清潔にしましょ 

う。 

 

 （3）カラスの被害をなくしましょう 

      新型コロナウイルス感染症の影響で、家にいることが多くなり、ごみが増加していま 

す。 

ごみステーションの入り口などに置くと、カラスがくちばしで引っ張り出し、袋をつ 

つきバラバラにしています。奥の方から順に置くようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

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６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 ６月  ３・１７日（水）  生ゴミ置き場 

   ダンボール、牛乳パックの廃品回収             ７月 １日（水）      〃 

                  ５～７丁目 ６月１１・２５日（木）      〃 

                               ７月 ９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 

                       ７月 ３日（金）    〃 

☆ 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    ６月 ４・１８日（木）   荒ゴミ置き場 

  （カセットボンベ・スプレー缶等のガスは空っぽにして見える袋に入れて、 

燃えないごみとは別に出してください）  

（蛍光管の割れていないものは、回収協力店へ）  ７月 ２日（木）     〃 

☆ 缶･ｶ゙ ﾗｽ瓶・ﾍ゚ ｯﾄﾎ゙ ﾄﾙ 

   毎週水曜日             ６月 ３・１０・１７・２４日（水）     荒ゴミ置き場 

                              ７月 １日（水）        〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日            6月 １・８・１５・２２・２９日（月）    荒ゴミ置き場 

７月 ６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）                  ６月１４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 休日以外の昼間 ０６－６３５１－２９３１ 

★ 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 


