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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12月（No｡329） 

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

 

全国で「緊急事態宣言」等の規制がすべて解除されています。 

しかし、引き続きつつじが丘の自治会・ふれあいのまちづくり協議会では、3密回避やマスク 

着用・手指の消毒を徹底して行っても、実施が難しい活動と実施できる活動に分けて実施した 

いと思います。ご協力をお願いします。 

 活動をするときは 

・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 

・屋内では1ｍ以上屋外では2ｍ以上の間隔を開ける 

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。 

ＷＨＯ（世界保健機関）はワクチンの有効性は40％ぐらいだといっています。また、日本 

と同じ2回のワクチン接種をした人が79％を超えた韓国でも、毎日たくさんの感染戦者が出て 

います。特に2回接種の高齢者の感染が増加しています。 

また、南アフリカではオミクロン株と名付けられた協力と言われる新株が増加しています 

このことからも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。１０歳以下の子どもたちも例外ではありません。 

活動が再開されても感染予防対策は大切です。各自で散歩や運動でフレイル予防・体力保持に 

務めて下さい。 

感染者が自宅療養になったときのために、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す。 

お互いの協力で地域を守っていくという考えでいきたいので、ご協力をお願いします。 

 

１．1丁目集会所の改修について 

    神戸市からの 300 万円の補助が決定したので、１０月 29 日（金）から 11 

月下旬を工事にあてて、全面的な改修をおこなっています。ご協力をお願いしま 

す。 

また、地域が停電になった場合に集会所の部屋やコンセントが利用できるよう 

するため、今回神戸市の方から提案のあった、電気自動車からの外部電力の取り 

込み口設置も考えていきたいと思っていますが、負担が 10 万円を超える場合は 

中止します。（災害時つつじが丘の広範囲に停電が起きたとき、各自動車メーカ 

ーから派遣） 

工事期間中も、集会所が使えるようにしていきたいと思いますが、足場は撤去 

され、最終段階に来ていますが、必要器具や材料などの搬入で、影響が出ると思 

いますのでよろしくお願いします。 

    駐車場を使用されている皆さんにはご迷惑をかけていると思いますが、ご協力 

をお願いします。 

 通路の手すりも移動式の物を設置していましたが、それを持って歩く方がおら 

れることから、固定式を設置したいと思います。 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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２．各行事について 
（1）餅つき大会は中止します 

      餅つき大会は1,000名以上が集まるので、予防対策が困難だと判断しました。 

 

3．一斉道路清掃 

１２月１２日（日）に一斉道路清掃をおこないます。別紙を参考にご協力をお願いします。 

 

４．とんどまつり・防災訓練について 

   コロナ禍ではありますが、とんどまつりと防災訓練は必要と思いますので実施します。 

   日 時 ２０２２年１月９日（日） 

      ９：００～１０：３０ とんどまつり 

     １０：３０～１１：３０ 防災訓練（①天ぷら火災体験 ②水消火器による消火訓練 

                      ③消防署の挨拶④豚汁の試食・保存食の展示試食 

 

５．子供会からのお知らせ 

11月中頃から急に寒くなってきました。コロナウイルスはもちろん風邪のウィルスや 

インフルエンザなどの様々なウィルスが繁殖しやすい時期です。手洗い・うがい・マスク 

をし、飛沫感染・接触感染対策に努めましょう。12月は何かと忙しい時期です。親子共 

々、健康管理には気をつけましょう。 

 

（１）つつじが丘公園掃除 

     １１月１４日（日）  参加者 大人５人  

寒い中ご協力ありがとうございました。 

     次回は１２月１２日（日）９：３０からです。（雨天中止） 

必ず隣の方と間隔を取り、短時間で終わるようにしましょう。 

  （２）秋祭り文房具セットの配布 

      秋祭りが中止になり、代わりに子供たちへプレゼントを配る事が出来ました。 

     予定では１１月中頃の予定でしたが、一部商品の入荷が遅れてしまい、月末近くなっ 

     てしまい申し訳ありません。ノートや鉛筆など、遊びの時や、勉強の時に使ってもら 

     えたら嬉しいですね。 

（３）ふれあいセンター利用について   

      コロナ感染者数は減少してきていますが、大勢の子供たちがふれあいセンターに 

集まると密集しやすいため、今は子供たちの利用は難しいと考えています。利用可能 

になればお知らせします。 

（４）すくすく広場 

      日 時：１２月３日(金) １０：３０から 

      場 所：神戸マツダイベント会場 

     ※ 今回は場所を変えての開催になります。また事前申込者のみとなっています。 
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（５）子供会からのお願いです  

○ ここ近日で、新しくつつじが丘に転居や新居される方々が、おられます。 

６年生までのお子様がおられた場合（希望者がいれば、中学１年生も加入出来ます） 

は、子供会役員へのご連絡を知らせをして下さい。後日、子供会役員の者がお伺い

し、子供会の説明と子供会費のお話をさせて頂きます。皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。 

〇 暗くなる時間が早くなってきています。17時以降に帰宅をする場合は、出来る 

だけ子供たちのお迎えをお願いします。 

○ 公園で遊んだ際に出たゴミは持ち帰りましょう。 

 

６．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

     ワクチンを2回打っても感染した人出ています。重症化はしにくいよ 

うですが、人にうつすのも防げないようですから、気をつけてください。 

少しでも人と触れ合うことも必要です。しかし「緊急事態宣言」が 

解除されても、3密・マスクなどの感染予防策が必要です。 

 １２月１７日（金）には配食で実施します。（今回は1週間早くなって 

いますので間違いの無いようにお願いします。） 

第1部  1丁目自治会集会所 １０:３０～１１:００ 

第2部  4丁目つつじが丘ふれあいセンター １１:３０～１２:００ 

※ 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。 

※ 新型コロナ感染症の感染拡大など、状況が変わった場合変更することがあります。 

     ※ １月は２８日（金）の予定です。 

 

７．民生委員児童委員からのお知らせ 

「笑顔の広場」 

今月から通常通りの開催予定です。 

・日 時：令和3年12月22日（毎月第4水曜日に開催） 

          10:00～(1時間程度) 

・場 所：つつじが丘ふれあいセンター 

あんしんすこやかセンターより地域支え合い推進員の方もお越しいただき、地域の情報や 

お話、お困りごとなどの相談をお受けします。 

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。 
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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 

     制限が解除され、活動はコロナ禍の状態では、人数制限（20名程度）・マスク着用 

・3密回避などの感染予防対策が可能であるものは実施、感染予防対策ができないものは 

活動を自粛します。 

 

毎月の利用届の提出は必要です。届け出を受け、感染予防対策が難しい場合は、協議し 

自粛していただくこともありますのでご承知おき下さい。 

 

     ①ふれまち事業（１２月の予定）（状況の変化よっては変更があります。） 

      ・手話に親しもう １２月 9日（木）10：00～ 自治会集会所 

      ・「にこ・きら」  １２月 8日（水）10：00～ ふれあいセンター 

      ・すくすく広場  １２月 3日（金）10：30～ 神戸マツダイベント会場 

 ・笑顔の広場   １２月２２日（水）10：00～ 1時間程度 ふれあいせんたー 

     ②各サークルへのお願い 

       ・センターの掲示板に実施を認められたセンター利用サークルの予定が掲示されて 

います。 

     ③コロナ感染予防のため、毎月２５日までに次月の利用届を提出して下さい。 

     ④各サークルが１１月中に整理されたのを受け、１２月４日（土）には、階段下の倉庫 

の物もすべてだし、消毒をしたいと思います。 

     ⑤年末掃除は１２月２５日（土）に行います。掃除場所については後日連絡します。 

     ⑥年末年始の休館は１２月２６日（日）～１月４日（火）までです。１月５日は開館し 

ます。 

 

     センターは、月曜日から土曜日は当番を常置します。 

    ※ 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で必要な場合は、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．ＣＡＴＶ管理運営組合からのお知らせ 

     11月18日（木）にアンテナ基地の撤去が終了しました。 

これからは、ＪＣＯＭ・ＮＴＴ・ｅｏ光などテレビ視聴は各自で対応をお願いします。 

※ すでに旧つつじが丘TV設備以外でTV電波を受信している方も、旧つつじが丘TV 

  の引き込み線が残っている方は至急連絡をお願いします。 

 全体のケーブルを早急に撤去したいと思っています。 

※ もし連絡が無い場合は、撤去を進めていきますので、ご協力をお願いします。 
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10．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

☆赤い羽根共同募金 

１１月15日（月）、社会福祉協議会に８７６８円を持参して感謝状をもらいました。 

 ☆落とし物 

11月4日（木）、5丁目１７番地付近で、シニアクラブ会員が女性用の薄いピンク色の 

眼鏡を拾いました。心当たりの方はご連絡ください。  

  ☆カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

    １１月4日（木）、カレーの店はテイクアウトのみでしたが盛況でした。男の料理（グラ 

ンパの城）の辻村さん（4丁目）武田さん（6丁目）と福祉部の冨高さん（7丁目）が１１ 

月の担当でした。たかがカレー、されどカレーです。担当の3名が順次変わり、毎月いろん 

な家庭の味が楽しめます。価格も大サービスです。 

（12月2日（木）、1月6日（月）の予定。集会所１１：３０頃 テイクアウトのみ） 

 ☆火曜日 

ふれあいセンター、火曜日午前中（女性役員当番）に、本の返却などで来てくれる 

会員が少しずつ増えています。ご用や相談がある方はお出かけ下さい。 

☆ボーリング大会 

  １１月12日（金）、区のボーリング大会は参加者６２名でした。高田さん（7丁目）が 

優勝でした。つつじが丘の参加男性5名全員が好成績で市の大会に進出出来る資格を得まし

た。優勝以外は、富川さん（5丁目）中村さん（4丁目）神谷さん（2丁目）武田さん（6 

丁目）です。１２月14日（火）に市の大会があります。 

☆トーホ－前市民花壇 

  １１月13日（土）、朝6時6名でパンジーとノースポールの苗を植え付けました。 

                     （ボランティア、まだまだ「ひよっこ」） 

☆グラウンドゴルフ大会 

９月３0日（木）、区の個人戦は参加者１２４名という大人数の為に、数字の見間違いも多 

く、入力にも時間がかかり、成績の発表がかなり遅れました。梶本さん（6丁目）が第3位で 

した。神谷さん（2丁目）も第20位で飛び賞でした。 

１１月11日（木）に市の大会も無事終了しましたが、成績は届いていません。 

 

 ☆寄贈の本 

   平岩弓枝「御宿かわせみ」全巻３２冊の寄贈がありました。どなたかわかりませんがこの場 

を借りてお礼を申し上げます。 

 

☆下記の本を購入しました。ふれあいセンターに置いています。 

①三千円の使い方           原田ひ香 

②○言葉 ×言葉           渡辺由香 

③７０歳、人生はもっと楽しくなる   鎌田 實 

                    （新谷） 
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11．小学校施設開放運営委員会からのお知らせ 

スポーツクラブからのお知らせ 

制限が解除され、神戸市の学校開放実施に伴うガイドラインに沿って実施していただ

きます。各スポーツクラブは感染予防対策を確実におこなって下さい。感染予防対策がし

にくいクラブは自粛して下さい。もし感染が拡大した場合は連絡をしますので、ご協力を

お願いします。 

今年度は新規の募集はしませんので、ご協力をお願いします。 

市民図書室からのお知らせ 

枯れ葉舞う季節となり冬の気配を感じるこの頃ですが… 

皆様健康にご留意くださいますようお祈り申し上げます。 

市民図書室は引き続き感染予防対策を行い、三密の回避・マスクの着用・手洗い・消毒 

をお願いしております。ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。 

さて、市民図書室では雑誌の貸し出しも行っております。 

今回は雑誌のご紹介もさせていただきます。 

☆ きょうの料理ビギナーズ 

☆ きょうの料理 

☆ すてきにハンドメイド 

☆ サライ 

☆ 婦人画報 

☆ 暮らしの手帖 

…などです。ご興味がございましたらぜひ、つつじが丘市民図書室へ足をお運びください。 

12月の新刊案内 

 一般書 

✦三千円の使いかた/原田ひ香著 

✦老いる意味/森村誠一著 

✦老い蜂/櫛木理宇著 

✦疼くひと/松井久子著 

       児童書 

         ✦呪術廻戦～逝く夏と還る秋/芥見下々著 

         ✦くまのがっこうジャッキーのクリスマス/あだちなみ絵 

         ✦おとうさんのちず/ユリ・シュルヴィッツ作 

 

12．お知らせ 

 （1）神戸っ子応援団（ベルマーク委員会） 

      ベルマークを集め、桃山台中学校・下畑台小学校・つつじが丘小学校に教材などに寄 

贈してきましたが、コロナ感染拡大やその他の事情でやむを得ず休止することになりま 

した。今までご協力いただきましてありがとうございました。 

 ご家庭でベルマークを集めておられる方がありましたら、1月末までは回収したいと 

思いますのでよろしくお願いします。 
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13．年末年始のごみ収集について 

      年末年始のごみ収集は必ず５：００～８：００に出してください。 

     道路事情と担当の変更などの影響で、収集時間が確定しません。遅れないように収集 

時間を必ず守ってください。 

   年末収集 

燃えるごみ 

       １２月２８日（火）・３１日（金） 

缶・びん・ペットボトル 

市内全域 １２月２２日（水）・２９日（水） 

容器包装プラスチック 

          １２月２７日（月）・２９日（水） 

燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶 

          １２月１６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１５日（水） 

       5～7丁目  １２月２３日（木） 

 ※１２月２９日（水）は２種のごみの排出が重なりますので、ごみ袋の置く位置を 

当日のみ限定で「缶・びん・ペットボトル」は集積所の向かって左側寄りに、 

「容器包装プラスチック」は集積所の向かって右側寄りに、 

「カセットボンベ」は集積所の中央部あたりにおいてください。 

   年始収集 

燃えるごみ 

                 1月 ４日（火） 

缶・びん・ペットボトル 

市内全域 1月 ５日（水） 

容器包装プラスチック 

                 1月 １０日（月） 

       燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶 

                 1月 ６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 ５日（水） 

5～7丁目  1月１３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 

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  １・１５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  ５日（水）   〃 

                    ５～７丁目  １２月 ９・２３日（木）   〃 

                                   １月１３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                           

      12月3（金）･7（火）･10（金）･14（火）･17（金） 

･     21（火）･24（金）･28（火）･31（金）      生ゴミ置き場 

                              １月 ４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２・１６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 ６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 １・８・１５・２２・２９日（水）  荒ゴミ置き場 

                                    １月 ５日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日      １２月 ６・１３・２０・２７日（月）・２９日（水）  荒ゴミ置き場 

１月 １０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。 

★年末一斉道路清掃清掃（自治会）                   １２月 １２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。 


