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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７月（No｡324） 

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

 

兵庫県に「まん延防止等重点措置」が出されています 

兵庫県では新規感染者が20名程ですが、東京・大阪は増加傾向になっています。 

  デルタ株（インド株）が徐々に広がっています。まだまだ、要注意の状態が続いています。 

 つつじが丘の自治会・ふれまち・学校開放の活動は、3密回避やマスク着用・手指の消毒を 

徹底して行うことになります。 

神戸市からは飲食・カラオケ・歌唱等の自粛、飛沫が飛ぶような活動は自粛してほしいとの 

要請が来ています。 

 活動ができるところも 

・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 

・外での活動は2ｍ以上の間隔を開ける 

・外であっても飲食を自粛する 

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２回接種した人の中には、マスクや３密はしなくてもいいと思っている人がいま 

すがそうではありません。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。つつじが丘でも感染者は、多数出ているとの報告を受 

けています。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 

で、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．定期総会の報告 

緊急事態宣言が延長されたため、5月から６月２７日（日）に延期して実施されま 

した。 
日 時    ２０２１年６月２７日（日） １０：００～１１：１５ 

場 所    つつじが丘小学校 体育館 

会員数     1,595名 

出席者    65名 

委任状     1,037名 

有効数   1,102名 

有効率    69.0％  

 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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            第1号議案・第2号議案・第3号議案・第4号議案・第5号議案すべて承認が得られま 

した。 

 須磨多聞線の整備は今年度、7丁目からのショッピングセンターへの通路は今年度は 

無理で、来年度に向けて検討いただいています。 

 2丁目のごみステーションの修繕は今年度中に実施予定です。 

 集会所の修繕については、20年たって痛みが出ているため、エアコンや全館の 

ＬＥＤ化を含めて、大規模な改修をしたいと思っています。神戸市からの補助300万円 

を含めて900万円程度の規模になることを、了承されました。 

 

２． ２０２１年度夏まつりについて 

     夏まつりを中止します 

今年こそ実施できると考えていましたが、異種株ウイルスの拡大で、ワクチンの接種が 

    安心という所まで広がっていません。準備のこともあり、安全で安心な夏まつりは実施で 

きないと判断しました。 

 来年こそ皆さんがワクチンを接種され、新型コロナ感染症が収束して安心して実施でき 

ることを祈っています。 

 

３．９月以降の行事の実施について 

（１）敬老のつどい 

     敬老の記念品については実施しますが、敬老のつどいについては状況を見て判断 

    をしたいと思います。 

（２）文化祭 

８月の状況を見て実施するかどうかを判断します。 

（３）以降の行事について 

準備期間を含めて検討し、２ヶ月前ぐらいには連絡していきたいと思います。 

 

４．子供会からのお知らせ 

１学期もあとわずかになり、子供達にとって楽しい夏休みが来ます。 

コロナウイルスだけでなく、この時期特有の感染症(ＲＳウィルス・食中毒・胃腸炎など)や 

熱中症と子供たちの健康管理や、防犯などの安全対策には十分に気を付けて楽しい夏の思い 

出が作れることを願っています。 

（１）つつじが丘公園掃除 

     6月13日（日）は雨のため、中止となりました。 

＜７月の予定＞日時：7月11日（日） 9：30〜（雨天中止） 

お忙しい中と思いますが、ご参加お待ちしております♪ 

※ 暑くなるかと思いますので、熱中症対策もよろしくお願いします。 
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 （２）ラジオ体操 

     7月26日（月）～7月30日（金） ※雨の場合はお休みです。 

〔時間〕７：００～ 〔場所〕各丁目指定の公園 となります。 

 

※ 今年はアルス・４丁目の方も上穂公園にて7：00～になります。 

例年シニアクラブの方々と一緒に6：30からラジオ体操をやってきましたが、 

今年はコロナの状況により密を避けるため残念ながら一緒には出来ませんので、 

よろしくお願いいたします。 

また、早朝よりお騒がせすることと思いますが、この期間の間だけご理解、ご協

力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

（３）子供会からのお願い 

      ＜ふれセン利用について＞ 

          現在、子供たちのふれあいセンターの利用はできません。利用可能になり次第、 

回覧板等でお知らせ致します。 

＜つつじが丘の公園利用について＞ 

        つつじが丘の各公園においてゴミが放置されていることがあります。ご家庭でゴミ 

は必ず持ち帰るよう注意をお願い致します。子供達だけの公園ではありません。 

皆気持ちよく公園を利用できるように、子供も大人も、マナーを守りましょう。 

ご協力よろしくお願い致します。 

＜熱中症予防について＞ 

       子供達が外出するときは、水筒・帽子・汗拭きタオルを持たせるようにしてあげて下 

さい。また、屋外で人との距離が十分とれるときはマスクを外すようにお子様に言っ 

てあげて下さい。 

＜子供たちへ＞ 

       明るいからといって子供達だけで遅くまで外出するのは、危険なのでやめましょう。 

       家の人に「だれと」「どこで」「なんじまで」を伝えてから遊びに行きましょう。 

      一人で帰るときは、電気がついて明るい、人が通る道から帰りましょう！ 

＜保護者の方へ＞ 

       子供達が「誰と」「どこで」「何時まで」遊ぶのか確認をお願いします。 

      知らない人に声をかけられても、絶対に近づいたりしないようにお家でも話してあげて 

下さい。 

      「いか・の・お・す・し」を子供たちと確認して、おぼえる様にして下さい(^▽^)/ 

 

   ※ ７月の子供会だよりに「いか・の・お・す・し」の資料は添付しています。夏休みの過 

ごし方（防犯について）に是非参考にしてみてください。 
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５．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が、「まん延防止等重点 

措置」が7月11日（日）まで出されています。 

 

   ※ 7月は、中止します。8月はありません。 

 

６．民生委員児童委員からのお知らせ 

「笑顔の広場」 

7月28日の「笑顔の広場」は「まん延防止等重点措置」が出されている為中止します。 

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 

 

※ 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。 

 

７．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 

     ７月１１日（日）まで「まん延防止等重点措置」がだされました。 

     現在、兵庫県では「緊急事態宣言」から「まん延防止等重点措置」に切り替えられてい 

ます。飲食が伴うもの、カラオケ、大きな声を出す歌唱などは自粛を求められています。 

 今回は、富岳を使った研究からもわかりますが、神戸市からは、屋外では２ｍ以上開け 

る、屋内では大きな声を出さないで１ｍ以上開ける等を守れる内容のサークルのみ自粛を 

解除する方向です。懇談会形式については、自粛するように考えています。 

 また、実施できるところでもセンター利用の場合は10名を限度にする方向です。人数 

制限ができないところは中止を選んでいただきます。集会所を利用するところは20名以 

下とする方向で考えています。 

     室内では、講演会のように静かに聞くという方法をとって下さい。 

     室外では、２ｍ以上の間隔を取って下さい。また、飲食は自粛して下さい。 

 

    ※ 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。 
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    ※ 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。） 

 

８．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

（１）春季グラウンドゴルフ大会が6月3日（木）、垂水スポーツガーデンでありました。 

つつじが丘シニアクラブからは4チーム12名が参加しました。全員がいい成績で 

したが、僅差でどのチームも、賞はもらえず残念でした。お疲れ様でした！ 

 

（２）ラジオ体操、輪投げも始めていますので、どうぞのぞいてみてください。 

輪投げ、男性陣が少ないので、是非とも男性求む。 

 

 （３）喫茶「ほっこり」は、上穂公園で実施する予定です。（２ｍ以上の間隔を開け、マスクを 

し、飲食・懇談はなしで行って下さい） 

 

（４）ボランティア「まだまだひよっこ」がトーホー前花壇、水やりの応援を自治会本部役員さ 

んに依頼しました。 

真夏は朝だけでは、暑さで枯れるので、午後の水やりを３１名の役員さんに頼みました。 

お世話になります。 

 

（５）つながる６０号で「市民図書室」の存在を紹介したら、早速に足を運んでくださった会員 

さんがいます。初めての場所に1人で行くのは勇気が必要だったと思います。 

ありがとうございます。次からはご友人もご一緒にどうぞ。皆さんもどうぞ。 

 

（６）サークル活動のことが気になると思います。ふれあいセンターの会議の後、各サークル 

ごとに代表者さんにシニアクラブ会長から連絡させていただきます。 

 

（７）毎週火曜日、午前午後のふれあいセンターの当番はシニアクラブの役員です。 

相談事や会員の状況変化などは、お電話よりも直接お聞きできればと思います。 

お出で下さい。会長が必要ならば、役員に呼び出してもらってください。 

 

９．小学校施設開放運営委員会からのお知らせ 

「まん延防止等重点措置」が７月１１日（日）までだされています。 

小学校施設開放事業では、教育委員会から公式戦以外の交流試合は中止の連絡があり 

ました。ご協力をお願いします。 

市民図書室からのお知らせ 

6月1日より、市民図書室は通常通りに開室いたしております。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ので、感染の防止にご理解とご協力をお願いいた 

します。 
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7月の新刊案内 

      一般書 

✦小説８０５０/林真理子著 

✦魂手形/宮部みゆき著 

✦エレジーは流れない/三浦しおん著 

✦ショコラティエ/藤野恵美著 

✦小さな神たちの祭り/内館牧子著 

      児童書 

✦水族館のサバイバル２/ゴムドリCO．著 

✦はたらく細胞 

ウイルス＆細胞図鑑/シリウス編集部著 

✦呪術廻戦 夜明けのいばら道/芥見下々著 

✦つかまえた/田島征三著 

※ 7月31日は第5土曜日の為にお休みです。 

 

10．ＣＡＴＶ管理運営組合からのお知らせ 

７月１日からＪＣＯＭが責任を持って維持することになっています。 

ただ、引き続いて（株）エムツウ（Ｍ２）がメンテナンスをすることになっています 

ので、よろしくお願いします。 

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 

 

    ※ 現在使っているアップコンバーターは、今後使えませんのでよろしくお願いします。 

    ※ ＪＣＯＭ以外の通信会社とＴＶの視聴を契約する方は、できるだけ早く進めて下さ 

い。いつまでも待つことができませんので、できるだけ早くどこの通信会社を採用す 

るかと、いつになるのかをＪＣＯＭに連絡して下さい。はっきりした時点で、ケーブ 

ルを外すことになります。全体の状況を見て皆さんに迷惑がかからないようにしたい 

と考えています。 

      ＪＣＯＭからＴＶの切り替えるための、「戸別訪問する方法について」の相談につ 

いて、報告がありました。 

        TV 受信方法の切替えに伴う戸別訪問実施日程について 

下記の日程にて戸別訪問説明を実施致します。対象となるご家庭には順次『訪問希望 

日調査票』をポストへご投函、同時に回収作業員がお伺い致しますのでご提出をお願い 

致します。 また現在、神戸市に「まん延防止等重点措置」が出されており、今後の感染 

状況次第では下記日程が変更となる可能性もあります。詳細日程は配布文面記載日程の 

ご確認をお願いします。 

 ＊ＪＣＯＭ全従業員は、新型コロナウイルス感染予防対策として、検温と消毒・マスク 

着用を徹底しております。 

※ 集合住宅は建物ごとにスケジュールが異なります。 

    ※ 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。 
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ＪＣＯＭによる、戸別訪問をしての説明の実施日程について 

住所 『訪問希望日調査票』の配布 切り替え工事 

名谷町 5月13日 6月3日～ 

つつじが丘7丁目1番～17番 5月20日 6月3日～ 

つつじが丘5丁目 5月27日 6月17日～ 

つつじが丘4丁目・７丁目１８以降 ６月３日 ７月１日～ 

つつじが丘６丁目 ６月１７日 ７月８日～ 

つつじが丘２丁目 ６月２４日 ７月２２日～ 

つつじが丘３丁目 ７月１５日 ８月５日～ 

つつじが丘１丁目 ７月２２日 ８月１９日～ 

※ この日にちより遅れている場合も、調査用紙を持ってＪＣＯＭが行きますので、お待ち下さい。 

 

11．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 

      ６月２２日（火）に１丁目集会所の隣の燃えないごみのステーションに燃えるごみ 

が３袋放置されていました。 

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、ごみの収集場所の違いについても特に気をつ 

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。 

 

 

 （２）公園をきれいに使いましょう 

      最近コロナの影響か公園で飲食をする人が増加しています。 

     公園のごみ 

        ① たばこの吸い殻（携帯ケースを必ず持参すること） 

        ② 犬の糞（階段や通路など人が通る場所でも多く見られる） 

        ③ 犬の毛づくろいをした後の毛（公園などで風で飛んでいる） 

        ④ 缶・びん・ペットボトル（飲んだら持って帰って下さい） 

       缶びんペットボトルやお菓子の袋などのごみは持ち帰るようにお願いします。 

ゴミ箱は設置していません。 

 

 

 

 

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７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。

★ ご家庭のテレビ（つつじが丘ＣＡＴＶ）の写りが悪いときは、（７月１日～） 

        （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 

★テレビの視聴の方法などわからない場合は、 

             （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 

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  ７月  ７・２１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         ８月  ４日（水）       〃 

                     ５～７丁目  ７月  ８・２２日（木）    〃 

                              8月 １２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 

                        ８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       ７月 １・１５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）    ８月 ５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               ７月 ７・１４・２１・２８日（水）    荒ゴミ置き場 

                                  ８月 ４日（水）       〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日               ７月 ５・１２・１９・２６日（月）   荒ゴミ置き場 

８月 ２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）                       ７月 １１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。 


