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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12月（No.317） 

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

重 要  

 世界では新型コロナウイルス感染症の患者が5,700万人を超えています。 

兵庫県では毎日150人以上の新規感染者が出ています。つつじが丘にいつ感染者が 

出てもおかしくない状態です。 

１１月頃に入ると過去最大の第3波が来ました。そのため、つつじが丘でも新しい生 

     活様式を厳密に守りながら感染予防措置を厳重にしていろいろな活動をしていきたいと 

     思います。基本は3密（密閉・密集・密接）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 マスクは必ずする 

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 会食は4名以内でし、会話をしない、するときは小声でマスクをする。 

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 体調が悪かったり、熱（平熱から1℃以上）があるときは外出を自粛する 

⑥ 咳が続いている場合は、熱がなくても自粛する 

※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際は、体調管理をより厳重 

にする。 

       自治会・ふれあいのまちづくり協議会・学校開放も新型コロナ感染症の拡大状況 

を踏まえて、利用者代表に 

① 3密（密閉・密集・密接）を回避する 

② 特に高齢者を含む3世代に渡る活動を避ける 

③ 感染しても無症状が多い子どもと高齢者の同時 

使用を避ける 

④ 当面つつじが丘住民で活動する 

⑤ ふれあいセンターの活動で自治会集会所を利用する場合はふれあいセンター 

の利用条件と同じ条件で活動する 

以上のように要請し、順次条件を満たせたところから再開しています。 

 ・拡大が続く場合は、条件を厳しくすることも協議します。 

・ルールが守れない場合は中止をしていただくこともあります。 

   ・つつじが丘で感染者が出た場合は、すべての活動を中止し、感染者が出た家 

庭への買い物などの支援を、直接接しないでできる方法を各地域で検討 

するようにお願いします。 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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１．つつじが丘の行事について 
正月飾りづくり・餅つき大会・しめ縄づくり・風船バレーボールなど、大勢の人が 

集まるイベントなどは、３密を回避して実施は難しいとの判断で中止しました。 

  

２．認知症サポーター養成講座と認知症高齢者声かけ訓練 

     今年度の神戸市認知症サポーター講座・認知症声かけ訓練は、新型コロナウイルス感

染症の拡大のため、今までの様に街頭に出て実施することはできませんでしたので、 

自治会集会所で、「キャラバンメイト 前田 政則氏」 

の話を聞き質疑応答を行いました。 

 参加者は約30名ほどで、初めての参加者も多く、つつ

じが丘人口の 40％に当たる高齢者のいる状況での話と

して、熱心に聞いていました。 

 つつじが丘ではこのようなサポーター講座を毎年実施

しサポーターの人材をたくさん育てて生きたいと思いますので、今後もたくさんの方の

参加をお願いします。 

 

３．年末一斉清掃について 

年末の一斉道路清掃は、3密を回避しながら実施したいと思います。 

日 時 １２月１３日（日）９：００～ 

場 所 最後のページの各丁目の指定された場所 

（支部長以外の役員は福田川プロムナード） 

 

４．とんどまつり・防災訓練について 

    コロナの感染防止をしながら、必要なものは実施したいと思います。 

   今回は、子どもたちにも参加してもらい、天ぷら火災の実演や水消火器による実技訓練を 

したいと思います。感染予防対策を取るため、高齢者と子どもを分けながら実施します。 

 終了後、豚汁の試食を行います。参加をお願いします。 

・とんどまつり 

  日 時 ２０２１年１月１０日（日） ９：００～１０：３０ 

場 所 上穂公園 

   ・防災訓練 

     日 時 ２０２１年１月１０日 （日）１０：００～ 

場 所 上穂公園 

内 容 ①開会、②天ぷら火災実験、③子どもの水消火器訓練、大人の水消火器訓練、

④豚汁試食、⑤閉会 
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５．ＡＥＤ体験について 

今年は新型コロナウイルス感染症のため、２組に分けて行い 

ます。 

日 時 ２０２１年２月１日（月） 

１０：００～ 、１４：００～の２グループに分けて実施します。 

      場 所 つつじが丘地域福祉センター（ふれあいセンター） 

 

6．生活文化部からのお知らせ 

11月20日につつじが丘公園の花壇に花苗（パンジー、ノースポール）を植えました。 

これからきれいに咲いていくと思うので散策してみてください。 

「まだまだひよっこ」の方々にはトーホー前市民花壇をきれいに整えて頂きました。 

ありがとうございました。 

 

７．子供会からのお知らせ  

☆お休みをいただいていました子供会だより発行について。12月より再開します。 

 （１）公園掃除 

１１月８日（日）大人２名参加 ありがとうございました♪ 

     次回は１２月１３日（日）９：３０～（雨天中止） 

  ★ お隣の方と距離を取り、密にならないよう気を付けてください。 

寒い中になりますがたくさんの方のご参加をお待ちしています♪ 

 

（２） ハロウィンのお菓子配布 

1０月末から１１月初めにかけて、シニアクラブの方々が子供たちの為に準備してく 

ださったお菓子セットや手作りのオモチャを配布させてもらいました。 

      配布した際、子供達や保護者の方にとても喜んでもらえました。 

今年はなかなか子供たちの行事ができない中、子供たちの為に考えて下さり、準備し 

てくださった皆様、本当に有難うございました。 

 

（３）とんどまつり・防災訓練 

      日 時 1月１０日(日)  ９:００～ とんどまつり 

                   １０:００～ 防災訓練 

      場 所 上穂公園 

◎参加のお子様にはお土産を用意しています♪♪ 

◎コロナの感染予防対策をして、大人と子供、子供達も密に気を 

 付け、安心して参加してもらえるように準備しています。  

      ◎マスクを着用してご参加お願いします。 

◎小学校２年生以下のお子さんの参加は保護者の付き添いをお願いします。 

＜たくさんのお子様の参加をお待ちしております。(^^♪＞ 
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（４）すくすく広場  １２月は第３金曜日 

      １２月は「ミニクリスマス会」を開催します         

日 時 １２月１８日(金) １０：３０～  

場 所 上穂公園 

 

（５）子育てコミュニティ“ももとつつじの会”親子でピンポン  

場所 桃山台児童館  １２月はお休みです。 

 

（６）地域ふれあいセンターの利用について 

        子供たちの利用は１２月も停止します。 

利用については新型コロナウィルスの感染状況、センター利用条件により判断されます。  

再開予定が決まりましたら連絡します。 

 

８．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

     新型コロナウイルス感染症が１１月から爆発的に流行しています。日本でも例外では 

ありません。兵庫県でも過去最高の感染者が出ています。 

つつじが丘でも警戒が必要です。 

特に高齢者が重症化しやすいようですから、気をつけてください。 

１２月のふれあい給食は、皆さんの所にスタッフが持参しますので、 

楽しみにしてください。 

 

９．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 

１１月に入ると第３波が来て爆発的に感染者が増加しています。ふれあいセンターの利

用もそのことに注意しながら進めていきたいと思います。3密（密閉・密集・密接）を回

避するのは当たり前ですが、調理・飲食を伴う事業は、対策ができるところから実施しま

す。今後も、事務局会議・推進委員会・各サークル代表者会議を経て協議を進めていきた 

いと思います。 

12 月からは自治会役員全員に月曜日を中心に当番をしていただくことになっています。 

よろしくお願いします。 

 当番は消毒や清掃などの作業についてプリントをお渡ししますので、確認の上お願いし 

ます。 

 ふれあいセンターを利用する人は使用における注意を必ず守ってください。 

 

 ※ １２月に活動しているサークル 

       囲碁同好会（土）・囲碁クラブ（シ）・カラオケ（水）・着付け・健康麻雀同好会

・古布創作・俳句・談山文化・日本文化研究会・論語素読会 

・健康体操（シ）・輪投げ（シ）・グラウンドゴルフ・音読（やまびこ）（シ）・

ラジオ体操（シ）・ボランティアの会ひよっこ（シ）・健康吹き矢（シ） 

・ダーツ（シ）・喫茶ほっこり（シ）・グランパの城（シ）・囲碁ボール（シ） 

・ハイキングクラブ（シ）・カレーの店なんじゃもんじゃ（シ）・健康体操① 

・健康体操② 
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※ １２月に活動する事業 

にこ☆きら（１２月9日）9：30～12：00 

手話に親しもう（１２月１０日）（集会所10：00～11：30） 

笑顔の広場（１２月２３日）Ａグループ（１・２丁目）９：００～１０：３０ 

             Ｂグループ（３～７丁目）１１:００～１２：００ 

すくすく広場（クリスマス会）（１２月１８日）上穂公園１０：００～１２：００ 

       ふれあい喫茶（12月18日）10：00～12：00 （演奏・歌はありません） 

                    30人程度で、30分の滞在で実施します 

 

   ※ １２月の時点で休止しているサークル・事業 

       カラオケ（木）・アザレア・やさしい古武道 

・リズム体操・カラオケ（シ）・写経の会（シ）・詩吟の会（シ） 

・絵手紙の会（シ）・ＤＶＤ鑑賞会あれもこれも（シ） 

・ばあばの知恵袋目からうろこ（シ）・健康麻雀（シ）・そろばんの会（シ） 

・和風喫茶 

 

   ※ つつじが丘地域福祉センターの年末年始の閉館日 

       12月27日（日）から1月5日（火）までは閉館します。1月6日（水）から 

      開館します。 

 

※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止、特にクラスターの発生を防止するためにも「新し

い生活様式」のルールやセンターの利用のルールが守れないサークルは利用を遠慮して

いただく場合があります。 

 ・3密の回避・3世代間の交流を控える・つつじが丘の住民で活動する・無症状の世代

との接触を避ける等を考え、子どもたちには気の毒ですが、現在の状況では高齢者の活

動に重点を置きたいと思います。 

 

   ※ スリッパは、準備をしておりません。各自持参し、ごみも含めてお持ち帰りください。 

 

   ※ ふれあいセンターの鍵について、当番がいるときに入館するため、一度各サークルの鍵 

     を集めたいと思います。消毒などの管理上の問題がありますので、ご協力をお願いしま 

     す。役員の方も確認をお願いします。 

 

   ※ センターに印刷など必要な場合は、センターの開館中においでください。 

（自治会ニュース印刷は除く）（消毒などこまめな対応が必要なためです。） 

 

10．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

ハロウィン行事を今年は開催出来ませんが、その代わりにお菓子と手作りおもちゃを 

準備しました。子ども会役員さんから子供たち1人ずつに配布してもらいました。 

 

（1） 1２月３日（木） カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

       集会所 １１：３０～ ３５０円  テイクアウト マイバッグ持参ください 
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（2） 1２月７日（月） 喫茶「ほっこり」 

       集会所 １０：００～   100円 手作り菓子 

 

（3） １２月14日（月） 健康吹き矢、ダーツ 

集会所 ９：３０～  

人数が増えているので開始を早めましたが、時間差で来ていただけると幸いです。 

 

（4） 1２月１７日（木）グランパの城 男の料理  

       集会所 ９：３０集合 

 

（5） 1２月1９日（土）つつじが丘公園清掃 １０：００～１０：３０ 

 

（6） 1２月２１日（月）ハイキング つつじが丘公園 ９：３０集合 

 

（7） 1２月2２日（火） 音読「やまびこ」 集会所 10：００ 

 

上記のほかにも現在、ラジオ体操、健康体操、囲碁クラブ、グラウンドゴルフ、輪投げ 

囲碁ボール、ボランティア「まだまだひよっこ」が活動中です。 

ただし、休止中のサークルも多数あります。詳しく知りたい方は、各サークル代表者に 

直接お問い合わせください。 

 

11．民生委員児童委員からのお知らせ 

「笑顔の広場」 

     １ 日 時：令和２年１２月２３日（水）（毎月第４水曜日に開催） 

       Ａグループ （概ね１丁目・２丁目の方：９：３０～１０：３０） 

       Ｂグループ （概ね３丁目～７丁目の方：１１：００～１２：００） 

     ２ 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 

※ 上記各委員は、福祉関係全般の相談をお受けいたします。また、主任児童委員は、 

子育て相談もお受けするとともに、小さなお子様がおられるご家庭や、外出が困難な 

方のご相談には、訪問も致します。お気軽にご相談ください。 
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12．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（密閉・密集・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。 

今年の大会はすべて中止し、当面の間は他地区からの参加はやめ、新規の募集はしませ 

ん。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。 

    １２月以降については、１１月の状況を見て協議をしていくことにしています。 

 

13．ＣＡＴＶ管理運営組合からのお知らせ 

Ｊ:ＣＯＭとの交渉経過報告 

組合の保有する地上波テレビ再送信設備の運営継続ができなくなることに伴う対応に 

ついて、臨時総会の承認を得て同様サービスを提供する(株)ジェイコムウエストと交渉を

進めています。 

既設基地撤去に関する取り扱いの検討や、コロナ禍による部材調達の遅れ等が見込まれ、 

現在提示されている工程表では、来年度の6月頃までずれ込むことが見込まれています。 

(株)ジェイコムウエストとは資材発注や法務手続き等各部門で組織的に作業が進められ 

るよう基本契約の締結が急がれており、いくつかの基本的な重要項目について折衝を続け 

ているところです。 

その一つとして、月額利用料金については従来と変わらない費用負担でほぼ合意ができ 

ていますが、個別契約時の各戸への引込工事費の負担金額について、当初は工事費 

16,500円（税抜き）が提示されましたが、少しでも負担を少なくするため、工事費の価 

格交渉を継続しています。 

いずれにしても幹線敷設工事の正式スタートを一日でも早くし、ずれ込みを最小限にす 

ることに重点をおいています。 

管理組合は、現在保有の既設基地からテレビ再送信を提供する期間は存続せざるを得ず、 

延長期間の管理費を徴収することを検討しています。工事費の負担や管理費の徴収、管理 

組合の解散時期などの討議のため、臨時総会も開催する必要を感じています。 

詳細ができた段階で日程等の連絡をしたいと思います。 

既設設備の運営停止後、設備の撤去までの維持管理費用と撤去費用は現組合保有資産と 

徴収組合費で賄い、サービス終了から新規サービスへの切り替えを円滑に実施することに 

最大限の力を尽くしますので、組合員各位のご理解とご協力をお願いします。 

 

14．年末年始のごみ収集について 

   （１）年末年始のゴミ収集について 

      年末年始はゴミ収集の日程が変わります。自治会では詳細を全戸に配布しますが、 

毎年正月に残っているごみステーションがあります。お気をつけください。 

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

りますので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、 

自分が出したかどうかを確かめて、お持ち帰りください。 
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   年末収集 

燃えるごみ 

       １２月２９日（火）・31日（木） 

缶・びん・ペットボトル 

市内全域 １２月２３日（水）・３０日（水） 

容器包装プラスチック 

          １２月２１日（月）・２８日（月） 

燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶 

          １２月１７日（木） 

   集団資源回収（新聞・雑誌・アルミ缶・古着・古布・ダンボール・牛乳パック） 

     １２月最終の回収日です。 

      １～４丁目  １２月１６日（水） 

       5～7丁目  １２月２４日（木） 

 

   年始収集 

燃えるごみ 

                 1月 ５日（火） 

缶・びん・ペットボトル 

市内全域 1月 ６日（水） 

容器包装プラスチック 

                 1月 ４日（月） 

       燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶 

                 1月 ７日（木） 

       集団資源回収（新聞・雑誌・アルミ缶・古着・古布・ダンボール・牛乳パック） 

         １月最初の回収日です 

          1～4丁目  1月 ６日（水） 

5～7丁目  1月１４日（木） 

 

 

 

 

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。 

犬の毛繕いは公園や道路ではなく、家でお願いします。 

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１２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・資源ごみ回収・公園清掃 

☆ 新聞、雑誌、ｱﾙﾐ缶、古着、古布    １～４丁目１２月  ２・１６日（水）  生ゴミ置き場 

   ダンボール、牛乳パックの資源ごみ回収            １月 ６日（水）      〃 

                    ５～７丁目 １２月１０・２４日（木）      〃 

                                １月１４日（木）      〃 

    資源ごみ回収は、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 １２月１・４・８・１１・１５・１８・２２・２５・２９・３１   生ゴミ置き場 

                        １月 ５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     １２月 ３・１７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）     １月 ７日（木）     〃 

☆ 缶･ｶ゙ ﾗｽ瓶・ﾍ゚ ｯﾄﾎ゙ ﾄﾙ  ※アルミ缶は資源ごみ回収へ出してください 

   毎週水曜日          １２月 ２・９・１６・２３・３０日（水）    荒ゴミ置き場 

                                 １月 ６日（水）        〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日         １２月 ７・１４・２１・２８日（月）        荒ゴミ置き場 

１月 ４日（月）       〃 

 それぞれ指定袋に入れられて、単体5ｋｇのものです。入らないものは大型ごみで有料です。 

★一斉道路清掃（自治会）                   １２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 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 


