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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   2021年５月（No｡322） 

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

 

兵庫県に「緊急事態宣言」が発出されました 

 

兵庫県では新規感染者が500名を超えています。4月25日から5月11日の17日間の予定で 

「緊急事態宣言」が兵庫県に発出されています。 

 つつじが丘の自治会・ふれまち・学校開放のすべての活動を中止します。 

各活動の再開は、５月１１日（火）の状況や神戸市の連絡を見て判断をしたいと思います。 

 

これからも、次のことに気をつけていただきたいと思います。 

・手洗いをする 

・触れたところは消毒をする 

・マスクをする 

・大きい声をださない 

・間隔を1ｍ以上開ける 

・外で人に会っても正面を向いて話をしない 

などの感染防止対策を必ず取っていただきたいと思います。 

ワクチンを接種しても、感染予防措置は必要です。3密の回避・マスク着用・手洗い・消毒 

は欠かせない年になると思われます。皆さんのご協力をお願いします。 

変異株の新型コロナウイルス感染症は若い人でも重症化するといわれています。子どもも感 

染しています。つつじが丘は感染すると重症化しやすい高年齢の方が多いので、無理をしない 

で健康に気をつけてほしいと思います。 

そのためにも、日頃から3密を避け、マスクをして近所とのコミュニケーションをはかり、 

感染者が出ても、疎外するのではなく協力し合える関係を、作っておくことが必要だと思いま

す。現在の状態では大切なことだと思います。お互いの協力で地域を守っていくという考えで

行きたいのでご協力をお願いします。 

 

１．定期総会のお知らせ（５月１６日の総会を６月２０日に延期します） 
    ６月２０日（日）１０時～ つつじが丘小学校体育館 

     ９：００ 会場準備（本部役員・支部長） 

１０：００ 自治会定期総会 

    １１：００ ＣＡＴＶ管理運営組合定期総会 

    １２：００ 後片付け 

   ・総会議案書は、４月２９日（木）から支部長さん、班長さんを通じ配布いたします。 

・総会の案内は６月自治会ニュースと一緒に配布しますのでご協力ください。 

・総会案内は６月自治会ニュースと一緒に配布します。 

  ※ 新型コロナウイルス感染症が拡大し、総会の延期をすることに決定しました。 

もし総会ができなくなったときは、書面総会も含めて検討したいと思います。 

  ※ ５月１６日（日）は、役員会を実施します。 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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２．「ごみの分別」講習会について 

     新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。 

 

３．桜のつどい 
     イベントはしませんでしたが、きれいな花が咲いていました。 

     来年を楽しみに待ちたいと思います。 

 

４．神戸まつり協賛 垂水区ミニサッカー大会 

       自治会主催の神戸まつり垂水区協賛垂水区ミニサッカー大会は中止しました。 

 

５．子供会からのお知らせ 

（1）春の登校時見守りと挨拶運動について  

４月12日（月）～16日（金）の期間中、“春の登校時見守りと挨拶運動”を多く 

の保護者の方々の 協力のおかげで、無事終えることができました。ご多忙の中、ご協力 

ありがとうござい ました。 今回の見守り活動にご協力いただきました保護者の方から 

多数ご意見をいただきました ので、一部ご紹介いたします。  

＊ 新１年生は高学年の生徒や保護者と一緒に登校しており、安全に登校できていました。 

＊ 子供たちはしっかりと挨拶をしてくれて、朝からとても気持ちが良かったです。 

＊ 朝の時間帯でも、車の交通量が思う以上に多かった。 

＊ 学校から『信号機のない横断歩道は渡らない』と言われてからは、渡っている子供 

 はいなかった。 

＊ 坂道を走って下りてきている子供がおり、危ないので歩くように促した。 

＊ 付き添いが出来ない事情や、横断歩道を子供達だけで渡る事が、心配だったので見 

 守りしてもらえると助かる。 

  （2）ふれあいセンターの利用再開について 

       ４月より、土曜日午後の子供たちの利用が可能になりましたが、４月２５日（日）か 

ら５月１１日（火）に緊急事態宣言が出されました。ふれあいセンターもこの間は閉 

館になりました。これに伴い、５月１１日（火）までは利用を中止と決定しました。 

再開は、状況を見て決定されます。 

本部役員でコロナ仕様の『ふれセンで遊ぶ時の約束』 など、ふれあいセンター責任 

者・会長の相談のもと、新しく作成しています。再開後は、コロナ対策もしっかりと 

やっていきたいと思います。 また、子供さんも、保護者や付き添いの方も確認をお願 

いします。今後の感染状況によっては、再度閉館もあることをご理解ください。 

  （3）子供会からのお願い 

        ☆ 三密は避けましょう ☆外出時や人と話すときは、マスク着用しましょう  

☆ 公園に出て遊ぶ際は、集団にならないよう間隔をとりながら遊ぶようにお願いし 

ます。 

☆ お子さんが公園に遊びに出た時のゴミは各自持ち帰りをお願い致します 

☆ 公園の植木の木の間を通り抜けして遊んでいる子供たちを時々見かけます。 枝が 

目にあたると危険なのでおうちでも注意して遊ぶように子供たちにお伝え下さい。 
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（4）ラジオ体操の日程について  

毎年夏休みに入りますと各丁目の公園でラジオ体操を予定しております。 

 日程： ７月２６日（月）～７月３０日（金） の５日間  

御近隣の皆様、朝早くからラジオ体操の音楽が流れることと思いますが、子供達の成 

長を見守る気持ちでご理解ご協力の程よろしくお願い致します。 

 ※コロナウイルスの感染拡大状況により中止になる事もあります。 

 

６．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拡大のため、感染予防対策をしなければな 

りません。 

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。 

しかし、少しでも人と触れ合うことも必要ですので、 

５月のふれあい給食は、５月２８日（金）通常の手作り給食の代替え 

    のお弁当の配布を給食会参加のご希望された方対象に行います。 

下記のご希望の場所へ取りに来てください。 

第1部  1丁目自治会集会所 午前10時30分～11時 

第2部  4丁目つつじが丘ふれあいセンター 午前11時30分～12時 

※ 市販の弁当になりますので、自己負担は200円になります。200円をご持参 

ください。 

     ※ 兵庫県に「緊急事態宣言」が出されています。実施ができない可能性がありますが、 

実施しない場合は連絡をしますので、ご協力をお願いします。 

     ※ ６月は、６月２５日（金）に実施予定ですが、内容はコロナ感染症の影響で、変更 

があるかもしれません。その場合は、連絡をします。 

 

７．民生委員児童委員からのお知らせ 

「笑顔の広場」（「緊急事態宣言」が出されていますが、状況によっては中止する場合があります。） 

・日 時：令和3年５月２６日（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) 

・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  吉本 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、子育ての相

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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８．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 

     4月25日（日）から5月11日（火）まで「緊急事態宣言」が出されています。 

    神戸市からは、地域福祉センター（ふれあいセンター）の閉館の連絡がありました。 

「緊急事態宣言」の期間中は、閉館します。 

現在、兵庫県では500人を超える新規感染者が出ています。医療体制はコロナ以外の 

病気の方に影響が出ています。 

 すべての活動（少人数の会議を除く）を、中止します。 

 各サークルの再開は状況を見て、協議し連絡します。 

   

※ 5月に活動する事業（再開については、状況を見て連絡します） 

にこ☆きら ？  （５月１２日）（水）9：30～12：00 

手話に親しもう （５月、６月は中止） 

笑顔の広場 ？  （５月２６日）（水）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 ? （５月２１日）（金）上穂公園１０：３０～ 元気に遊びましょう！ 

     子ども会 ？  （土 午後）３密を回避し、人数制限をする。 

 

    ※ 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いただく 

ことになっています。 

 

    ※ 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、各サークルにはお 

渡ししていませんのでご了承ください。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。 

    ※ 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。） 

 

９．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

5月６日（木）カレーの店 テイクアウトは 中止します。 

5月当番の3人のシェフにはご迷惑をおかけしますが、次回に延長で、張り切ってくださ 

い。楽しみにされていた会員の皆さんもごめんなさい。 

 

シニアクラブは緊急事態宣言にのっとり、各サークルとも自粛します。 

屋外活動も含めて、ご協力をお願いします。 

今後どう変化するか分かりませんが、シニアクラブは当面5月18日（火）までの 

サークル活動を自主的に自粛します。それ以降のことはサークル代表者を通して連絡しま 

す。 

 

※ なお、５月6日（木）に予定していたつつじが丘シニアクラブの総会も、急遽書面表決 

とさせていただきました。 
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10．小学校施設開放運営委員会からのお知らせ 

４月25日（日）～５月11日（火）兵庫県に「緊急事態宣言」が発出されています。 

小学校施設開放事業では、教育委員会から学校施設の利用の中止の連絡がありました。 

ご協力をお願いします。 

 市民図書・スポーツクラブなどは、再開ができるようになったら、連絡します。 

大会などは8月までは中止しますが、状況を見て10月には実施できるかどうか協議し 

たいと思います。 

 

市民図書室からのお知らせ 

    現在、兵庫県に「緊急事態宣言」が出され、学校開放事業の学校施設の利用を中止するよ

うに連絡がありました。市民図書も5月11日（火）までは閉館します。 

もし延長の場合は、入り口に掲示しお知らせします。 

 

初めまして、今月より、新刊の案内を掲載させていただきます。 

３密を避けたご利用となりますが、みなさんの身近にある小学校の市民図書室で、素敵な 

   本を見つけてくださいm(__)m 

また、市民図書室では、感染症対策に留意しながら、本の貸し出しを行っております。 

感染の防止にご理解とご協力をお願いします。 

 

◇開室と休室の案内◇ 

開室日・・・火曜日・木曜日・土曜日の14時30分～17時30分 

休室日・・・第5土曜日・祝日 

     ※ 開室時間に気象警報が出ているとき 

※ その他学校行事などにより臨時休室があります。 

 

◇新刊の案内◇ 

一般書・・・「白鳥とコウモリ」     作：東野圭吾 

          「お探しの物は図書室まで」 作：青山美智子 

          「ドミノ」         作：恩田陸 

          「命の停車場」       作：南杏子 

          「バイバイバブリー」    作：阿川佐和子 

児童書・・・「水族館のサバイバル１」   

          「夢みる歌姫」 

          「しろくまのパンツ」 

          「鬼滅の刃ノベライズ」 

※ ご利用について、入口掲示板（感染症対策含む）にてご案内しておりますので、 

ご覧ください。 

 

 

 

 



 

- 6 - 

11．ＣＡＴＶ管理運営組合からのお知らせ 

4月以降のメンテナンスは、（株）エムツウ（Ｍ２）がすることになっています。 

連絡先 エムツウ株式会社 TEL：078-861-8844  

【受付時間】月～土 9:30～16:30 

※ （株）エムツウ（Ｍ２）による、Ｊ:ＣＯＭケーブルを設置するための「電柱使用の 

承諾書のお願い」を お願いしましたが、まだ承諾書がいただけない方が何軒か残

っています。周辺の方に配線するためにどうしても必要 

ですので、ご協力をお願いします。 

 

    ※ ＪＣＯＭ以外の通信会社と契約してテレビの視聴を計画し、ＣＡＴＶ管理運営組合 

     を脱退している家庭を除いて、ＪＣＯＭが家庭を訪問して相談に応じる予定です。 

 

ＪＣＯＭによる、戸別訪問をしての説明の実施日程について 

 

【名谷町全域】  

『訪問希望日調査票』の配布 5月13日(木)～ 

戸別訪問説明        5月20日(木)～ 

 

【つつじが丘7丁目1番～17番】 

『訪問希望日調査票』の配布 5月20日(木)～ 

戸別訪問説明        5月27日(木)～ 

 

【つつじが丘4丁目】 

6月上旬ごろを予定 

 

※ 上記以外の地域については順次ご案内させて頂きます。 

 

12．子どもたちの見守り活動について 

4月は学校から、小学校の全学年に呼びかけて、学校と保護者が協力して見守りを実施 

していますが、5月からは、地域と保護者で見守りができればと思います。危険な場所な 

ど、時間を限定して立ち番としての見守り活動にしたいと思います。 

  立ち番をする地点は、学校と協議していきたいと思いますが、 

   ① 学校の北の信号機の所 

② 1丁目南公園の南側 

   ③ トーホーの交差点できれば3～4カ所 

   ④ ローソン前の交差点 

などを考えています。 

皆さんの中で必要と思われる場所があれば、ご連絡ください。 

    また、協力していただける人の状況によって、場所については重要度によって配置した 

いと思います。 

 ご協力いただける方は、学校に連絡をお願いします。自治会に連絡いただいても構い 

ませんので、お願いします。 
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13．注意しましょう 

（1）ごみの分別と、ステーションの区別を確認してください 

      ４月も燃えるごみが、燃えないごみのステーションに放置されたり、包装容器プラ 

スチックと燃えるごみが混ざっていたり、燃えないごみと燃えるごみが混ざっていた 

り、分別が全くしていないもの等、昨年に比べて、ルールが守られていないケースが 

増加しています。分別の方法や収集日の確認を再度お願いします。 

最近は引っ越しが多い時期ですので、特に気をつけてください。 

 新しく引っ越ししてこられた方には、支部長さん、班長さん 

より説明をしてあげてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（2021年５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５月  ５・１９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           ６月 ２日（水）      〃 

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

                                ６月１０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 火曜日・金曜日                          生ゴミ置き場 

                        ６月 １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       ５月 ６・２０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）     ６月 ３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               ５月 ５・１２・１９・２６日（水）   荒ゴミ置き場 

                                  ６月 ２日（水）        〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日            ５月 ３・１０・１７・２４・３１日（月）   荒ゴミ置き場 

６月 ７日（月）       〃 

 それぞれ指定袋に入れられて、単体で5ｋｇ以下のものです。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）                       ５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。 

★ 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、（４月１日から） 

        （連絡先） エムツウ株式会社 電話 ０７８－８６１－８８４４ 

【受付時間】月～土 9:30～16:30 

★ 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 


